
■自由意見数：421件

■カテゴリ分け

※１つの意見の中で、複数のカテゴリに該当すると思われる御意見は、そのカテゴリごとに全文を掲載しています。
※御意見については、誤字脱字のみを修正し、掲載しています。

狛江市民センター（中央公民館・中央図書館）に関する市民アンケート̲自由意見カテゴリ分け

意見数
①

1 サービスに関すること 18
2 ハード面・スペースに関すること 16
3 施設の考え方に関すること 3
4 その他意見 5

②
1 サービスに関すること（蔵書含む） 70
2 ハード面・スペースに関すること 49
3 施設の考え方に関すること 5
4 その他意見 15

③
1 サービスに関すること 16
2 ハード面・スペースに関すること 61
3 施設の考え方に関すること 22
4 その他意見 6

④
1 改修に関すること（考え方等） 70
2 改修に関すること（ハード等） 14
3 財政面に関すること 33
4 その他別機能（災害等）に関すること 42
5 その他 10

⑤
1 市への要望 40
2 アンケートに関すること 3
3 その他 40

カテゴリ１ カテゴリ２ 考え方
公民館に関すること

公民館の事業等について、現施設の不満や改修後の要望等
公民館のハード等について、現施設の不満や改修後の要望等
公民館のあり方や施設に対する考え方等
公民館のあり方や他市参考

図書館に関すること
図書館の事業等について、現施設の不満や整備後の要望等
図書館のハード等について、現施設の不満や整備後の要望等
図書館のあり方や施設に対する考え方等
図書館のあり方や他市参考

市民センター全体に関すること
市民センター全体の事業等に関すること
市民センター全体のハード等に関すること
市民センター全体のあり方や施設に対する考え方
市民センターのあり方や他市参考

改修等に関すること
改修等の考え方に関する意見・要望
改修等の手法や建設に関する意見・要望
改修等に関連した財政面に関すること
市民センターの別の活用等に関すること
改修等に係るその他意見（改修中の休止期間のこと等）

その他（判別できないもの）
改修等とは関係のない市への意見
アンケート自体への意見
その他
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問11　市民センターに関するご意見や改修のアイデア等があればお聞かせください

①公民館に関すること
１．サービスに関すること

（特に公民館について）市がイベントや講座等を積極的に主催し、人が集まる仕掛けを作ることも重要ではないかと考えます。（既存団体の活動の場としての役割がメインでは、参
加、利用する人はごく一部なので）
中央公民館や地域センターでもお部屋の予約が取りにくいと感じておりました。定期的に開催されている集まりだけではなく、不定期や単発の集まりでも使いやすいよう、お部屋の数や種
類が増えると大変助かります。
①「狛江市公共施設等総合管理計画」の方針通りに進めて作ったら良いと思う。狛江市の人口増加の状況を特に注目して行くべきだと思います。又将来、他の市との合併等について
も注目して行くべきです。②公民館の部屋室等を資料でみると、各地域センターなどで分担して、ひとつひとつどこかのセンターが持つとか考慮して、その分会議室の数を増やすとかしてや
れば充分、現在の状態でやっていけると考えます。（調理実習室→例、調理に使うより、輪投げをするために使用したりしている。（部屋が借りられなかったので調理室まで借りて使用
している例です。）、美術工芸室、視聴覚室、子供室など―）
市民センターにおりがみ教室をつくってほしいです。
子供や大人、様々な人が気軽に参加できるサークルや習い事があればうれしい。

中央公民館は災害時の避難場所としての利用を考えると、個室を増やし、仕切りやすい構造にする（ペット同行避難時に備え、疾病のある高齢者、障がい者など）などを検討された
改修案なのかがわからないので、金額による判断です。調理室に関しては今後はもっと子ども食堂などの利用が多くなると思われるので予約がとりやすくなると良いと思います。図書館に
関しては蔵書を増やさなくても東京都図書館横断検索などの利用をもっと勧めてはいかがだろうか？市内の図書館でも何冊も同じ本がありピークをすぎると利用されないことが多いので。

テレワークが可能な部屋・設備を用意してほしい。中央公民館のつどいをもっと子供向けにしてほしい。
・絵画、芸術品を多く展示する場が欲しい（サークルの作品等）　・ミニコンサート等、気軽に行えるホールを設け市民の音楽活動等を盛んにして行きたい。
講演会で市民センターを利用する際、イスが古く長時間座るのが大変です。税金の使い道として備品にも目を向けて下さい
現在の市民センターはとにかく“暗い”印象なので使用する気にさえならない。バリアフリーになることを希望。（広い通路、エレベーター、開放感等々）。ご年配の方しか使用していないの
では？？建物の中で何が開催されているのかもよくわからない。（入らないので…）最近のショッピングセンター等にもあるようなテーブルとイスのセット等座って話ができるスペース等、図
書館以外の設備も充実してくれると使用してみたくなる。手すりもあるべき！！防災センターが新しく建設された時、なぜ一緒に工事をしなかったのか？防災センターの意味もわからな
い！！！防災センター、中央公民館、中央図書館と、可能であれば１つの大きな建物にすれば良かったのではないか。また、市役所の建替は不要なのかも疑問！！（また出費にな
る？？？）１棟１棟それぞれで建て替えるのはコストがかかりそうなので、まとめて大きな施設は造れないものだろうか。市役所前広場も必要なのだろうか。（形が悪い？）イベントとし
ても使用されているが狭く中途半端なイメージ。おそらく、中央に立っている大きな木が悪いのかもしれないが木の足元を平らに直していただいたのは感謝している。“市民センター”と名乗
るなら、多くの市民が使用しやすい、使用したくなる建物になってくれると大変嬉しく思う。例えば、保育所的な（児童館）エリアがあっても良い。ＣＤやＤＶＤなど視聴できる部屋もで
きると嬉しい。（狛江市がより良い街になることを心より願っています。今回アンケートを実施していただき、良かったです。言いたいことを言える機会がないので‥‥ありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。）
年々の移りかわりが早いこの頃、会議室やホール、その他の部屋は、いつもの常連ばかり予約を取れる団体、グループばかり、もう少し、若い人が使える時間外の部屋を一部屋位はあっ
ていいのでは。仕事に追われている人達は、なかなか利用出来ない現況ですよ。
前のように中央公民館を無料で利用できるようにしてほしい。金をとることによるいらないコストのことも考えるべき。何よりも図書館の本の充実が最優先。
・春、秋の展示発表をよく見に行くが、パネルや照明などの備品←（展示ケースも暗くきたない。）が古く、室内自体も古く、これでは展示品が良くても環境が今ひとつパッとしないので、
セミプロ級以上の人には気の毒…と思っている。・図書館の蔵書が魅力薄。借りたい本がほとんどないので、川崎市や世田谷区で借りる事が多かった。自治体間での貸し借り（？）も
利用した事があるが、何だかめんどうでネットで買うようになった。（もちろん新宿などの書店にも行くが）狛江市内に限らず、町から書店が消えていくのを淋しく思っているが、図書館はなく
ならない。本を読む人が減り（私自身も本の虫・中毒？だったが最近はそうでもない。スマホのせいか？）せっかく存続している図書館が頑張らないと、ますます足が遠のく。中央図書館
は、どこよりも暗い雰囲気。エントランスも狭く、本の見せ方も工夫ゼロ。蔵書は古く、時代遅れ。（もちろん良書は古くても時代にマッチしていなくても置いておいて欲しいが。）図書館と
公民館は役割が異なるのだから、無理に「同じ敷地で改修」にこだわらなくても良いのでは？少し離れてしまっても、「長く使える魅力的なハコ」を建てた方が、文化的で、市民の知的活
動を促進出来るはず。（時間もお金もかかるでしょうが…長い目で見れば市民に還元出来ると思う）※市民の会が頑張っているようだが（ＨＰも見ました）「えっ？まだこの段階？」と
驚いた。５００万円かけてこれから調査ですか…あと何年かかれば改修に着手出来るのか？と不安になる。（結果がどうであれ、調査→再検討でまた一悶着ありそう）市民の会の提
出した案が不可だった場合、会から次の案が出てくるのを待たず（これ以上こだわって欲しくない）、市がＢＥＳＴと思う案で早く進めて頂きたい。増築で市民広場が狭くなり、盆踊りや
フリーマーケットが出来なくなるとあったが、こうしたイベントは駅前の三角地で開催可能。駐輪スペースが確保出来ればＧＯ出来そう。（②－１案）　もし大胆な路線変更が可能な
ら、駅前の三角地に図書館を移転・新築すれば、ちょっとした町おこしになりそうです。図書館にテラス付きのオシャレなカフェなど併設、さらに可能なら、館内にフリースペースを設けて滞在
時間を長く、まったり空間に。メリット①狛江駅からの会社帰り、学校帰りの人が立ち寄り易くなる（市役所の方まで行くのが、少々めんどうな人が来るようになる。）②弁財天池緑地、
駅前噴水と一体化した木の温もりを感じる建物にすれば狛江駅前のイメージＵＰ、集客につなげる。意識の高い子連れ、働き盛りの若い人たちが来たくなる。③緑地・噴水広場・図書
館＋αを一体化したイベントが企画出来れば、狛江市のアピール効果大。緑地の開放日に合わせるとｂｅｔｔｅｒ。④市民センターはは現在地で改修なり新築、増築なり自由度が
高くなる。
公民館　利用する時間を午後の場合半分利用を考えたらいかがでしょうか　使用後の掃除は自分達ですると、良いと思います　マナーも大事ですから　図書館　調べ物などには、スペー
ス部分があると良いと思います
私は狛江市で暮らし始めて約２年となります。現状では両施設ともほとんど使用していません。しかしながら、現在１、７歳の息子がおりますので今後施設を利用していきたいと思いま
す。現状、施設の利用経験が少ないので的外れな意見もあると思いますがご容赦ください。また、私なりに色々検討しましたがまずは「今後どのような施設が必要か」を考え、その上でそ
れを実現する為に建て替えか増築の方向性を議論できればと思います。中央公民館　予約稼動率について　各利用枠の時間を短くする意見があるとのことですが賛成です。私が依然
住んでいた地域の施設では１時間単位で予約ができました。たとえば２枠を予約した場合４時間となりますが実際の活動は２時間しかない場合、半分の時間が無駄になってしまいま
す。また、部屋を可動式の間仕切りで分けることができればいいと思います。特に「地下ホール」「講座室」「集会室」は定員が多いわりに平均利用人数が少ないです。間仕切で２～３
部屋に分けることによりスペースを有効に使えると思います。しかしながら仕切られた隣の団体がうるさい等の問題も発生しかねないので防音性に注意が必要だと思います。また、大型の
部屋を全体使用、間仕切りで部分使用で料金設定は変える必要があります。調理実習室の充実について　調理実習室も定員に対して利用人数が少ないです。最近、ＡＢＣクッキ
ングスタジオ等料理教室の人数も上がっており、調理実習室はニーズが増える可能性があるかと　また、高齢化が進む中、定年後料理を趣味とする男性も増えております。提案①　予
約を部屋単位ではなく作業台？毎とし、複数の団体で同時利用できるようにする。部屋単位での予約も並行して継続し、その場合の料金は高めに設定する。提案②　ＪＡ主催の料
理教室を月１回程度実施　企業との共同になるので難しい部分もあると思いますが、ＪＡ側は企業アピールになり市民側はイベントに参加できます。高齢者や子供（食育の観点）、
共働き家庭等がターゲットです。ＪＡ側は教室の際商品アピールや販売等も行うことができるとよいのでは　中央図書館について　提案①　４月下旬オープン予定の子育て施設と連携
し、絵本や子供向けＤＶＤはそちらへの比重を増やす。空いたスペースで蔵書を増やすか、読書スペースとする　提案②　蔵書の入替ペースを上げる　現状どの程度行われているかわか
りませんが、蔵書を増やすのではなく入替えを行ってはどうかと思います。外す蔵書に関して、バザー等のイベントで市民に安くゆずり、新しい蔵書はその資金で購入　また市民から読まな
い本を集めて、その中から厳選された本を蔵書へ充てる。カフェ併設について　図書館に併設して民間カフェを誘致する。企業側へはテナント料を安くして、そのかわり月２回程度、特別
メニュー等を用意してもらい集客を期待。店内に掲示板を設置し、市のイベントや行政情報を告知する。

公民館の利用方法をもっと市民へ周知する取組みをお願いします。特定の人（団体）が利用しているかもしれません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館も図書館も新しくなってきれいで充実するのは理想的ですが、市民センターの現状の表をみると利用している人は限られた一部の人に見えます。申込件数が上限枠を超えること
はあっても利用件数はかなり下回っているように見えます。入替時間が本当に入替時間だとしたら１５分でいいのではないでしょうか。使い方次第で余力があるように見えました。図書館
が使いやすくなれば通いたいですが財政状況を考えると新しく無理に建て替えてほしいとは思いません。今あるものを活用して出来る事（建て替え予算よりもかなり小額な予算で）が多
数あると思います。（ＩＴ環境の整備も）個人的には公民館と図書館を分けて図書館らしい雰囲気があれば良いです。照明や掲示物に気遣いがあれば建物が古くてもかまわないと
思います。今の使い方を見直すことでスペースももう少し作れる気もします。建て替え（や改修）はよりよい環境改善を試行錯誤してからでもいいのではないでしょうか　市民提案書の
［具体的な提案］はいずれも具体的に感じませんでしたし、建て替えないとできない事は少ないように感じました。公民館を充実させるのであれば防災を意識した別のプランがいいと思
います。昨年の台風で狛江市の防災対策にかなり強い不安を感じました。安心安全な街を目指すのであれば市民センターより防災の優先度が高いと感じます。今あるものを大事に活
用し最大限に価値を高めていくことに知恵を出し合うことも市の文化レベルの活性化につながるのではないでしょうか。幼い頃から学生の頃公民館も図書館もよく利用しました。社会人に
なっても図書館は好きでした。小さい所から大きな所、古いところから新しいところ様々です。新しくても居心地の悪いところ古いところでもすごくいい所もあります。居心地の良さが一番大
切ではないかと思います。それは建て替えや改修では得られないものです。その為問４と問５は「どちらでもいい」とさせて頂きました。皆さんが新しくされたいというのであれば募金を募るの
はいかがでしょう。自治体独自の法定外税を定めてみる、とか。←反対が多ければいらないのでは？　限られた予算の中で集約されるのは困難も多いかと思います　一個人の考えですが
せっかくなので案として見ていただければ幸いです。乱筆乱文で失礼しました。
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狛江に越してきて１５年になります。図書館公民館が近くにありとてもうれしかったです。当初はよく通いましたが、蔵書数の少なさ、古さ、閲覧室の居ごこちの悪さ（？）と足は遠のきま
した。公民館も古くからの方がやめず魅力ある講座がなく利用しておりません。前の広場も万民に利用されておらず（もっと開放的な公園が良い）それなら増築して公民館、図書館を
充実して欲しい。そして生涯学習の教室を増やして欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．ハード・スペースに関すること
中央公民館や地域センターでもお部屋の予約が取りにくいと感じておりました。定期的に開催されている集まりだけではなく、不定期や単発の集まりでも使いやすいよう、お部屋の数や種
類が増えると大変助かります。
私事で申し訳ありません。長い介護生活が終り、ほっとひと息ついたところです。気が付けば７０才に手が届く年令になっていました。最近ある教室に通うようになり、中央公民館を利用
するようになりました。トイレに不便を感じています。（ひざが痛くて和式が使えません）今後心豊かに生活してゆきたいと公民館の利用を考えています。若い方々から年寄りまで気持良
く利用出来る市民センター作りをお願いしたいです。
私は６０才代ですが、市民センターは、将来の可能性をたくさん持っている子供たちのために充実してほしいと思います。現状の図書館は、古くてカビ臭がして、そこで過ごした時の健康
について心配です。又、公民館も清潔とは思えないほど古いです。全部建て替えて、健康に利用できるようにしてほしいです。これは、高歳者よりも、子供たちのために、よい環境で利用
できるようにしていただきたいということで、優先すべきは、“子供たち”だと思います。たくさん人生を生きてきた年寄りの人間のためではなく、これから生きる幼い子たちのためにお願いしま
す。
これを機に設備の一新を行い、使い易く快適な公民館、学習スペースの充実した図書館が実現できることを望みます。
現在の市民センターはとにかく“暗い”印象なので使用する気にさえならない。バリアフリーになることを希望。（広い通路、エレベーター、開放感等々）。ご年配の方しか使用していないの
では？？建物の中で何が開催されているのかもよくわからない。（入らないので…）最近のショッピングセンター等にもあるようなテーブルとイスのセット等座って話ができるスペース等、図
書館以外の設備も充実してくれると使用してみたくなる。手すりもあるべき！！防災センターが新しく建設された時、なぜ一緒に工事をしなかったのか？防災センターの意味もわからな
い！！！防災センター、中央公民館、中央図書館と、可能であれば１つの大きな建物にすれば良かったのではないか。また、市役所の建替は不要なのかも疑問！！（また出費にな
る？？？）１棟１棟それぞれで建て替えるのはコストがかかりそうなので、まとめて大きな施設は造れないものだろうか。市役所前広場も必要なのだろうか。（形が悪い？）イベントとし
ても使用されているが狭く中途半端なイメージ。おそらく、中央に立っている大きな木が悪いのかもしれないが木の足元を平らに直していただいたのは感謝している。“市民センター”と名乗
るなら、多くの市民が使用しやすい、使用したくなる建物になってくれると大変嬉しく思う。例えば、保育所的な（児童館）エリアがあっても良い。ＣＤやＤＶＤなど視聴できる部屋もで
きると嬉しい。（狛江市がより良い街になることを心より願っています。今回アンケートを実施していただき、良かったです。言いたいことを言える機会がないので‥‥ありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。）
今の公民館は、冷たいイメージがあるので、新しくするなら明るく優しい感じになれば良いなぁと思います。
図書館はアプリなどを活用して予約して本が借りられるようにして、閉架しないでまわりの図書館同士で貸し借りできるようにすれば良いと思う。蔵書数にお金をかけるよりも、フリースペー
ス的な空間づくりを優先してほしい。公民館にもフリースペース空間を。
〈図書館〉本の数が少なすぎる。自習スペースがない。〈中央公民館〉ダンスの利用が多いのに踊れる部屋がない。壁に鏡もない。他市では市民センターを充実させており利用者も多い。
狛江市も近年建替えを進めているが、地域センターは少ない。中央公民館は、人が集まるきれいな建物にしてほしいので改修ではなく、この際、建替で増床してほしい。
テレワークが可能な部屋・設備を用意してほしい。中央公民館のつどいをもっと子供向けにしてほしい。
あまり市民センターの利用はしていませんが‥すごく老朽化しているようには外観からはわからず、私はＰＴＡ関係でホールの使用をしたりします。１つ１つの部屋は悪くないと思うのです
が地下ホールはすごく老朽化しているのがわかります。大きな団体利用で使う事が多いと思うので中のリフォームをするだけでも充分かと思ったりします。中のリフォームと図書館の蔵書を増
やしていただくだけでいいと思います。学習スペースを１つ部屋として開放していただけると良いかと…図書館の学習スペースとは別として‥以上です。市民センター・図書館に大きな金額
と時間がかかるならば先にもっと必要な所を充実させる事が１番の優先順位なのかと。
中学生の娘二人が、中央公民館の自習室（読書室）を利用していますが、トイレが少し奥にあり、人目につかず、不審者の心配などあります。もし建て替えるのであれば、職員から、
目の行き届く位置に、明るいトイレの設置を希望いたします。
中央図書館として確かに蔵書数が多いにこした事はありませんが本離れが進んでいる中、市民が求めているのは、むしろ公民館機能の充実だと思います。子供は学習室の充実を強く望
んでおります。宜しくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私は狛江市で暮らし始めて約２年となります。現状では両施設ともほとんど使用していません。しかしながら、現在１、７歳の息子がおりますので今後施設を利用していきたいと思いま
す。現状、施設の利用経験が少ないので的外れな意見もあると思いますがご容赦ください。また、私なりに色々検討しましたがまずは「今後どのような施設が必要か」を考え、その上でそ
れを実現する為に建て替えか増築の方向性を議論できればと思います。中央公民館　予約稼動率について　各利用枠の時間を短くする意見があるとのことですが賛成です。私が依然
住んでいた地域の施設では１時間単位で予約ができました。たとえば２枠を予約した場合４時間となりますが実際の活動は２時間しかない場合、半分の時間が無駄になってしまいま
す。また、部屋を可動式の間仕切りで分けることができればいいと思います。特に「地下ホール」「講座室」「集会室」は定員が多いわりに平均利用人数が少ないです。間仕切で２～３
部屋に分けることによりスペースを有効に使えると思います。しかしながら仕切られた隣の団体がうるさい等の問題も発生しかねないので防音性に注意が必要だと思います。また、大型の
部屋を全体使用、間仕切りで部分使用で料金設定は変える必要があります。調理実習室の充実について　調理実習室も定員に対して利用人数が少ないです。最近、ＡＢＣクッキ
ングスタジオ等料理教室の人数も上がっており、調理実習室はニーズが増える可能性があるかと　また、高齢化が進む中、定年後料理を趣味とする男性も増えております。提案①　予
約を部屋単位ではなく作業台？毎とし、複数の団体で同時利用できるようにする。部屋単位での予約も並行して継続し、その場合の料金は高めに設定する。提案②　ＪＡ主催の料
理教室を月１回程度実施　企業との共同になるので難しい部分もあると思いますが、ＪＡ側は企業アピールになり市民側はイベントに参加できます。高齢者や子供（食育の観点）、
共働き家庭等がターゲットです。ＪＡ側は教室の際商品アピールや販売等も行うことができるとよいのでは　中央図書館について　提案①　４月下旬オープン予定の子育て施設と連携
し、絵本や子供向けＤＶＤはそちらへの比重を増やす。空いたスペースで蔵書を増やすか、読書スペースとする　提案②　蔵書の入替ペースを上げる　現状どの程度行われているかわか
りませんが、蔵書を増やすのではなく入替えを行ってはどうかと思います。外す蔵書に関して、バザー等のイベントで市民に安くゆずり、新しい蔵書はその資金で購入　また市民から読まな
い本を集めて、その中から厳選された本を蔵書へ充てる。カフェ併設について　図書館に併設して民間カフェを誘致する。企業側へはテナント料を安くして、そのかわり月２回程度、特別
メニュー等を用意してもらい集客を期待。店内に掲示板を設置し、市のイベントや行政情報を告知する。

・中央公民館の地下ホールでダンスパーティーで利用していますが、カビくささが気になります。空調も大切ですネ！　子どもにとって図書館の開館時間（特に夏休み等の）を９：００
から開けていただけると良いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民センターの建て替えは、一市民として前々から望んでいますが、狛江市にはお金がないという話が、よく耳に入ってくるので、無理なのだろうとあきらめていました。欲しい内容としては、
エコルマホールと西河原の多目的ホールの間くらいのホール（５００名程度収容）。中高生が集中して勉強できる学習室。ボランティア団体が自由に使える部屋。（予約しなくても空
いていたら使える部屋）。災害時にある程度長期に避難できるような設備。まだ、いろいろ希望はありますが、結局は市の財政の問題ですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央公民館がキレイになって、部屋（特に和室など靴をぬいで入れる部屋）が充実するとうれしいです。⑦案が本当に実現可能ならそれが良いですが、長く、メンテナンス費用をかけす
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３．施設の考え方に関すること
私事で申し訳ありません。長い介護生活が終り、ほっとひと息ついたところです。気が付けば７０才に手が届く年令になっていました。最近ある教室に通うようになり、中央公民館を利用
するようになりました。トイレに不便を感じています。（ひざが痛くて和式が使えません）今後心豊かに生活してゆきたいと公民館の利用を考えています。若い方々から年寄りまで気持良
く利用出来る市民センター作りをお願いしたいです。
市民センターは、狛江市の活性化を目的にして欲しい。中央図書館は、蔵書数でなく、人気（要求）がある本を中心にして欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館の利用条件をみんなが使用できるように変更すべきである。（狛江に居住や就業している人全てに）

４．その他意見

①中央図書館は、ぜひもっと充実させてほしい。府中の中央図書館や、藤沢の総合市民図書館が理想。（人口規模が違うので、難しいかもしれませんが。）正直、初めて見たとき、
「地区図書館？」と目を疑いました。でも、本を借りたり時々していますし、知人の話では、都内から厚木に通勤している人が、狛江でわざわざ途中下車して中央図書館に寄るとのこと
で、「あの古い感じが落ちつく」のだそうです。そんな意見もあるので、悪いことばかりでもないかもしれません。　②新聞が切り取られていたり、調査室（でしたっけ。机が少し置いてある部
屋）の雰囲気が暗いのが気になります。入りづらいし、落ちつかない。だから切り取られてしまったりするのだと思います。（悪い人が入って悪事を働きやすい雰囲気があるのでは。）（資
料２ページ、平面図を見ての感想）　③地下１階があることは全く知りませんでした。市民ホールもあるのですね。２階があるのは知っていましたが、２階に上がったことはありません。本
当は、もっと図書館を充実させてほしいですが、公民館機能としては、人口規模を考えると、とても充実しており、ぜひ維持していただきたいと思います。（公民館のない自治体も増えて
いますし。）複合施設というカテゴリーで考えるなら、藤沢市にあるＦプレイスが参考になるかもしれません。面積は異なるかもしれませんが、８つくらいの施設を１つにまとめており、ホール
もあります。
公民館の使用がどの程度有るか、必要性が少ないのでは？
中央公民館は駅が近く利用したいと思っていても、①古い②利用者数が多く、団体での部屋が取りにくい。などの理由で敬遠していました。市民の会の案を検証して、今までの建物を活
かして工期が短く改修できれば、若い人たちも利用し、狛江の印象が良くなると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館の蔵書数を増やすべき　中央公民館利用について広く市民が使用できるよう工夫が必要。周知も少ない。明るくない。誰もがきたくなる公民館にしてはどうでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央公民館に、休日診療設備が有った方が良いと思う。高齢者が使用しやすい安くて美味しい食堂等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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②図書館に関すること
１．サービスに関すること

・図書館について　①トイレ設備の充実　②閲覧スペース、自習スペースの拡充　③英語の図書の拡充　④日曜日の閉館時間の延長
図書館の文庫本等は古いものが多いので、入れかえてほしい。（建物より、蔵書に資金を回して欲しい。）
図書館　・希望する本が無い場合もあり、世田谷区や渋谷区を利用している。・渋谷区の中央図書館の様に独立した建物で、おちついた様式を希望。・冊数も増加させて欲しい。・世
田谷区経堂図書館の様に駅近が良い（分館の場合）
ＰＣ上で借りた本の履歴が分かるようにしてほしい。
図書館は自分が子供の頃からよく利用していたが、狛江の中央図書館を初めて訪れた時、年季の入り様と、蔵書の少なさに、驚きました。広く新しくなったらぜひ利用したい。公民館と
児童館も一緒にあると、子供が安全にあそべる場所ができて、利用者がさらに増える、と思う。市民が多く集まる場所なので鉄筋コンクリート造にして頂きたい。工期がかかっても、安心・
安全な場所であって欲しい。工費は建替えを考慮すれば、人口が微増なうちに負担した方がいいと思う。
・蔵書の電子化・ＩＴ化　・他区市との図書や貸出室の連携　・カフェ常設、長時間自習室の有料化等による収入源確保　・災害時の避難スペースと使用できるように
十六年前に狛江の市民になりました。その前は藤沢在住で職業が文筆業であることから藤沢市の図書館協議会の副委員長をかなりの年月していました。藤沢市の図書館は全国でも
有名で毎日通いながらそこでの執筆もしていました。しかし狛江市の図書館に接し、あまりの違いに来館する意欲がなくなりました。何ひとつ調べられませんでした。狛江は文化をどのよう
に捉えているのか、その意識の低さは近隣の世田谷や調布からしても三十年は遅れているのではと‥‥このままの図書館でしたら市民は哀れです。図書館こそ別の場所にでも建設すべ
きです。かつて三中を図書館にするという案もあったとか既存の建物を生かせないのでしょうか。多くの文化人も住む狛江です。ぜひぜひ図書館を考えて下さい。図書館こそ文化の発信
場であり市の発展場所でもあります。
我が孫と一緒に行った時には、絵本がどれも汚れていて、衛生面でもどうかと思い、さっさと図書館を後にしました。定期的に入れ替えていただければと思いました。
中央図書館は狭く薄暗い印象で利用をためらってしまうため、是非誰もが利用しやすい図書館にしてほしい。５つの図書室は蔵書も少なく利用しにくいため、集約して１つ１つの図書
館、図書室に予算を手厚く配分してほしい。
となりの世田谷区などとくらべても図書館の蔵書がとにかく少ないので、場所を広くし、子供の本も含めもっと増やしてほしいと思います。
館内での大きな私語が目立つ。→ケイリン・ケイバ等（集中出来ない）　狛江市の歴史がもっと知りたい。
図書館の充実は狛江市の発展にぜひ必要です。特に、子供達の育成に大切と考えます。最近狛江市に移居しましたが、地史、自然環境等知りたいと図書館を利用しています。
狛江市は狭いので近隣自治体と提携するのも一つの案だと思う。私は図書館は狛江市よりも世田谷区の方の利用が多い。
図書館の本が少なすぎる。スペース（勉強等の）確保。古いので新築希望
［中央図書館について］要望１：新聞が少なく、読めるタイミングが少ない。また、新聞を読む為のスペースがない（バックナンバー除く、当日の新聞についての要望です）要望２：
勉強スペースを大幅に増やして欲しい。（社会人学習机が少ない）特に受験や試験期には、学生でほぼ埋っていて利用できない。
図書館を、もっと広くて明るく、中で読める場所も多くするのと、蔵書数を大幅に増やしてほしいです。特に児童書。
図書館はアプリなどを活用して予約して本が借りられるようにして、閉架しないでまわりの図書館同士で貸し借りできるようにすれば良いと思う。蔵書数にお金をかけるよりも、フリースペー
ス的な空間づくりを優先してほしい。公民館にもフリースペース空間を。
〈中央図書館について〉・蔵書を豊富にしてほしい。・勉強スペースを、図書館の本に限定せず、多目的で個人的なスペースを設けてほしい。（世田谷中央図書館のような）〈共通〉老
朽化対策は将来いずれ必ず必要だと感じている。
〈図書館〉本の数が少なすぎる。自習スペースがない。〈中央公民館〉ダンスの利用が多いのに踊れる部屋がない。壁に鏡もない。他市では市民センターを充実させており利用者も多い。
狛江市も近年建替えを進めているが、地域センターは少ない。中央公民館は、人が集まるきれいな建物にしてほしいので改修ではなく、この際、建替で増床してほしい。
図書館はせますぎるし本も古くて利用しようと思わない。勉強スペースみたいなのがあって、新しい本も多ければ利用したい。

中央公民館は災害時の避難場所としての利用を考えると、個室を増やし、仕切りやすい構造にする、（ペット同行避難時に備え、疾病のある高齢者、障がい者など）などを検討され
た改修案なのかがわからないので、金額による判断です。調理室に関しては今後はもっと子ども食堂などの利用が多くなると思われるので予約がとりやすくなると良いと思います。図書館に
関しては蔵書を増やさなくても東京都図書館横断検索などの利用をもっと勧めてはいかがだろうか？市内の図書館でも何冊も同じ本がありピークをすぎると利用されないことが多いので。

図書館について　住んでいる場所が調布市に近いため、国領図書館やたづくり中央図書館を利用する頻度が高い。中央館分館とも開館時間が午前９時というのがありがたい。狛江の
場合は中央館が午前１０時、分館は１２時（試験的に午前開館もあるが）開館なので、夏などかんかん照りの中を行かねばならない。調布市は休館日も少なく、必要な時に利用
できる。また図書館の職員体制が狛江と比べ無駄なく機能していると感じる。以前職員はすべて司書の資格者と聞いたことがあるが、司書としてプロ意識があり、本や調べものについて、
迅速に適切に対応してくれる。この差は元図書館長が築いた図書館愛の情熱と伝統が今も生きているからではないかと思う。狛江市に越してきて、あまりの図書館の貧弱さに愕然とし
たが、市民の会のみなさまのご努力で改善に向かいそうなことに感謝申しあげたい。しかし図書館の充実のためには、ハードの面だけではなくソフト、人が重要である。図書館長には行政
能力ばかりではなく、図書館に精通し、情熱のある人材を登用してほしい。そして図書館職員がスムーズに仕事ができ、本来の図書館としての職務ができるよう願っています。

テレビで見たのですが、子ども通帳を発行して、図書館で本を貸りると、記入されるシステムを見ました。導入すれば、子どもの利用者が多くなると思います。
建物や設備が古く、使いづらい。雰囲気も暗く、積極的に利用する気になれない。コストも大切だが、長い目で見て明るく使いやすい、地域が活性化される市民センターにしてほしい。図
書館の蔵書数を増やしてほしい。
今後３０年の建替え費用を少なくできるように長期的視点で建て替えが望ましいと考えました。災害時の避難場所として使えるように公民館の拡充を検討して欲しいです。図書館の
蔵書数が少ないので市外の図書館を利用することもあるので蔵書を増やして欲しいです。高齢者や体の不自由な方でも気軽に利用し易い施設や設備にして頂けたら良いのではないか
と思います。
・市民センターを新しくするのはいいですが、工事中も今までと同じように使えるようにして欲しい。使わない期間があると使わなくなってしまう。・図書館は建て替えよりも使いやすくして欲し
い。本を返すポストが２４時間ではないので朝通勤途中に本を返せず不便です。せめて６時から返せるようにして欲しい。・お金をかけて大きく新しくせずとも使いやすくしていただければ
充分です。みんなが楽しく使えるイベントや企画を今まで同様していただきたいです。
・市民の会の提案以降３年以上経っているのはなぜか？　・市民の会の提案は重視しなくてよいのか？　協定の改定では、その案の取り扱いが決まっているのか？無視してもよいのか？　
・西河原図書館の蔵書が古いので大幅な入れかえを希望する。（中央図書館はそれなりに充実していると思うが）
現在は、蔵書数の多さで調布市の中央図書館を利用している。狛江市の人口規模や財政状況を考えると、改修や蔵書の購入とともに、他自治体との連携強化も視野に入れてはどう
か。
ネット検索可能なパソコンの設置はいいなと思いました。
図書館は近隣の市に比べるとインフラが弱いので充実させるべき。特に自習室（早朝オープンｅｔｃ）は充実させて欲しいです。

狭い市内に公民館が点在しているが、集約しても良いのでは。小規模集会の目的のみなら、マンションの間借り程度の規模の公民館で良いのでは。もちろん市内に１箇所、拠点になる
ような大きめの共有施設があると良いと思うが、複数の施設を維持するニーズ、採算があるのかな、と思います。図書館については、もっと充実してほしいです。（蔵書、スペース）

本の充実と衛生管理。
・春、秋の展示発表をよく見に行くが、パネルや照明などの備品←（展示ケースも暗くきたない。）が古く、室内自体も古く、これでは展示品が良くても環境が今ひとつパッとしないので、
セミプロ級以上の人には気の毒…と思っている。・図書館の蔵書が魅力薄。借りたい本がほとんどないので、川崎市や世田谷区で借りる事が多かった。自治体間での貸し借り（？）も
利用した事があるが、何だかめんどうでネットで買うようになった。（もちろん新宿などの書店にも行くが）狛江市内に限らず、町から書店が消えていくのを淋しく思っているが、図書館はなく
ならない。本を読む人が減り（私自身も本の虫・中毒？だったが最近はそうでもない。スマホのせいか？）せっかく存続している図書館が頑張らないと、ますます足が遠のく。中央図書館
は、どこよりも暗い雰囲気。エントランスも狭く、本の見せ方も工夫ゼロ。蔵書は古く、時代遅れ。（もちろん良書は古くても時代にマッチしていなくても置いておいて欲しいが。）図書館と
公民館は役割が異なるのだから、無理に「同じ敷地で改修」にこだわらなくても良いのでは？少し離れてしまっても、「長く使える魅力的なハコ」を建てた方が、文化的で、市民の知的活
動を促進出来るはず。（時間もお金もかかるでしょうが…長い目で見れば市民に還元出来ると思う）※市民の会が頑張っているようだが（ＨＰも見ました）「えっ？まだこの段階？」と
驚いた。５００万円かけてこれから調査ですか…あと何年かかれば改修に着手出来るのか？と不安になる。（結果がどうであれ、調査→再検討でまたひともんちゃくありそう）市民の会
の提出した案が不可だった場合、会から次の案が出てくるのを待たず（これ以上こだわって欲しくない）、市がＢＥＳＴと思う案で早く進めて頂きたい。増築で市民広場が狭くなり、盆
踊りやフリーマーケットが出来なくなるとあったが、こうしたイベントは駅前の三角地で開催可能。駐輪スペースが確保出来ればＧＯ出来そう。（②－１案）　もし大胆な路線変更が可
能なら、駅前の三角地に図書館を移転・新築すれば、ちょっとした町おこしになりそうです。図書館にテラス付きのオシャレなカフェなど併設、さらに可能なら、館内にフリースペースを設けて
滞在時間を長く、まったり空間に。メリット①狛江駅からの会社帰り、学校帰りの人が立ち寄り易くなる（市役所の方まで行くのが、少々めんどうな人が来るようになる。）②弁財天池緑
地、駅前噴水と一体化した木の温もりを感じる建物にすれば狛江駅前のイメージＵＰ、集客につなげる。意識の高い子連れ、働き盛りの若い人たちが来たくなる。③緑地・噴水広場・
図書館＋αを一体化したイベントが企画出来れば、狛江市のアピール効果大。緑地の開放日に合わせるとｂｅｔｔｅｒ。④市民センターは現在地で改修なり新築、増築なり自由
度が高くなる。
他市から移り住んで２０年近くになりますが、長年残念に思っていたのは中央図書館の蔵書の少なさと古さ、閲覧室をはじめ、建物全体の暗さです。その辺を改善してもらえるのなら改
築でも増築でも良いと思います。うちから中央図書館（公民館）は離れているので、現状、仕事帰りに行き易い世田谷区の分館をよく利用しています。狛江の中央図書館が休日の
居場所の一つになれば有難いです。
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公民館　利用する時間を午後の場合半分利用を考えたらいかがでしょうか　使用後の掃除は自分達ですると、良いと思います　マナーも大事ですから　図書館　調べ物などには、スペー
ス部分があると良いと思います
中央図書館として確かに蔵書数が多いにこした事はありませんが本離れが進んでいる中、市民が求めているのは、むしろ公民館機能の充実だと思います。子供は学習室の充実を強く望
んでおります。宜しくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民センターは、狛江市の活性化を目的にして欲しい。中央図書館は、蔵書数でなく、人気（要求）がある本を中心にして欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仕事の時間の関係で図書館の利用が不便です。人件費もかかると思うので開館時間はそのままで良いので、せめて返却ポストを夜間使えるようにしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館について、現状では近いが使い勝手がわるく、正直近隣の図書館を使うことが多い。もう少し蔵書数を増やしてほしい。また、学生の学習スペースなどを設けてほしい。図書館内
に学習スペースを設けることが難しいようなら、調布市のような専用スペースがあるとよい。普段、働いているので図書館や公民館を使用する事が有りません。公民館のイメージとしては、
年配の女性等が使用している趣味の活動の場であると言う事。子育てをしている方に対して、公民館など効率的に使用されているのかが気になります。人口が増えないのではなく、「子
育て支援」の活動が充実していない事。子育てしやすい環境を整えなければ、子供は集まらなく、コミュニティーが広がらないと思います。なので公民館を増やすのであれば、「子育て支
援」の活動を増やして欲しい。図書館が増えるのであれば、子供向けのスペースを充実させたり若者が利用しやすい空間作りや、蔵書を増やす等…　普段、図書館を利用しないからこ
そ思うのは、・読みたい本が無い（古い本ばかり）　・勉強スペースがない　・ゆっくり過ごせる空間ではない　・狭い　・薄暗いと行って感じました。市民全員が、気軽に利用できる公民
館・図書館になる事を楽しみにしています。こう言った、市民の声が届くような機会が有る事を嬉しく思います。（２０代女性）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市外から引越して来て、まだ日が浅いですが、初めて中央図書館を訪れた時は本の少なさ、施設の古さにおどろきました。子どもの未来の為にもよりよい環境になることを望みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館の蔵書が、あまりにも少ない。改善してほしい。地域センターの本も、少なすぎる。だから、せめて、中央図書館は、もっと、充実させてほしい。現在、読書室、図書事務室の
横の入り口が閉鎖されている。矢野市長のころは、人が、通行できた。とても、不便です。左右を確認すれば、危険では、ないと思います。通路を、復活させてください。まずは、そこから手
をつけてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館の開館時間がもう少し早い時間になるとありがたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供がいるので、図書館はよく利用します。そして成長と共に公民館の利用も増えると思います。なので使用できない期間が長いのは寂しいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・中央公民館の地下ホールでダンスパーティーで利用していますが、カビくささが気になります。空調も大切ですネ！　子どもにとって図書館の開館時間（特に夏休み等の）を９：００
から開けていただけると良いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
借りた本に鼻くそがはさまっていました。そういうことがないようにしていただけたらうれしいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
他の集会施設の利用を促す　（図書館について、別紙１枚添付）〔図書館に収容可能冊数増大を望む〕このアンケートに出ていたＣＬＴ・木造建築（現代の）を調べてみた。狛
江図書館、現代に言及するもの無し。調布図書館で検索し内容細目から見当をつけ本にあたり、ＣＬＴが出てくるもの二冊、その他西欧や日本の現代木造建築写真から流れを掴
めた。狛江と調布では市民の問題解決手段に差があった。現代の新しい知識に対応できない貧弱な狛江中央図書館では少し専門的事柄になると全く期待できない。本を探す時は
先ず調布図書館へ行くと言う狛江市民の声をよく聞く。よって狛江図書館へは難しめな本の購入希望も出ず、職員も分館並みに一般的な本しか注文せずちょっと専門的な値の張る本
は蔵書とならない。又蔵書だった本も数年すると廃棄され、有名作家の本も２～３冊しか残ってない。過去評価され今は基本的位置付の本が既に無し。狛江は開館以来４０年にし
て本の集積を諦め、現代知識にも届かない。今の蔵書数では、中央館としての役割を果たせていない。年間購入冊数と廃棄数を同じにしなければ棚がない現状。図書館は収容可能
冊数が命。次に利用し易い為の床面積。隣の自治体で調べ借りればいいのか？狛江市民の文化水準が低いとは思わない。市民の繋がりでギュッと詰まった、市民活動盛んな誇りの持
てる町を目指したい。人は、調べ知る事で納得し確信し行動し社会参加（市政への関心・参加も）まで繋がる。個人が図書館で知り、公民館で市民が互いに共有し、深める事がで
きる。地元の図書館はその第一歩。３０年前新図書館計画は店晒しにされ、市民一人当たり蔵書数・面積数が多摩２６市中下から３番の位をずっと保ち続けてきた。情けないダメ
狛江。どうせ狛江はそんなものとの市民意識から、小さいけれど結構やるじゃんと充実感を感じられる町となれるよう、市政に望む。（猶、ＣＬＴについては朝日新聞２０２０　１／２
５（土）（ｂｅ５）に見直される木造建築の記事あり。他ネット検索も。）（付）アンケート問５－２の６番、“更に充実させて欲しいのは、借り易くして欲しいから”とは何を想定
しての文なのか解りません。他の番号の文全てを含む文ですが。
本の返却ポストを駅前に設置してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館について　書棚の下部に載置されている本は、中腰で選ぶ際に足腰を痛めやすいです。腰を下して本を選べるように、移動可能な台をいくつか備えていただけないでしょうか。保
管場所を決めておき、使用後は、保管場所に戻すようにすれば、スペースは、あまり必要ないのではないかと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書についてはＩＴ化し、電子書を充実すべき、紙の本を少なくし、図書スペースの減少させ、その分を公民館にあてる。ｅｂｏｏｋの導入支援やフォローに費用をさき、時代の流れ
にのる。
図書館：他の区や市と組んで、幅広い蔵書を集められる様に取り組む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小さな狛江市の魅力は、都心にも近い、緑と住環境。立案には公共の緑地を殖やすか保全しつつ、文化を育む図書の充実を目指したご検討をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館内の椅子を増やしてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館について　蔵書数が少ないし、ゆっくり座って本を読むスペースがないため砧図書館に行っていた。ＩＴ環境の整備も急務だと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
現在の図書館の蔵書は貧相だと思うのでどんどん増してほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市民活動は他の地域センター等でも代用できますが、図書館は老若男女問わず誰でも利用したいのに、蔵書数は少ない、新刊が入らない、読書・自習室スペース無い、と、利便性
が著しく低いです。財政が厳しい中、せめて中央図書館だけでも改修してほしいです。・問６、７案を選んだのは、今や工法も進化しているので、従来工法にとらわれることなく、必要な
安全性・耐震性が確保できるなら、それ以上のスペックはいらないと思います。
古いので改築が良いと思う。今後、地震や水害が心配なので、避難所としても使えるよう設備を充実させた方が良いと思う。体育館などは若い世代、高齢者は畳のある部屋などに避難
できるように。図書館は、これからネットで読む人が増えるので、そこまで充実は必要ないと思う。子供の読みきかせなどに使う本は、あったほうがいいとは思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・学習室の設備を図書館にお願いします。（現在、調布市、世田谷区の図書館の施設を利用しています。）・多摩産材など地元、東京の資材をなるべく使ってほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供の教育、居場所づくりの為にも中央図書館のこれからに期待したい。電子書籍がどう図書館にかかわってくるかはまだ不明だがその将来も考えて今後を検討して税金を使ってもらい
たい。同じ本を何冊もと言うより、色々なジャンルの本を購入して欲しい。本を借りてそのまま持ち込めるカフェ（落ちついた雰囲気の）などがあるとなお良い。５Ｆはフロアではなく屋上
（二子玉川の髙島屋の様な）で子供からお年寄まで緑の中でゆったり遊べて過ごせるスペースができたら市外からの利用も増えるのではないだろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同程度の規模の都市の中で蔵書数が最低というのは大いに気になるところであります。建て替えることに反対ではありませんが、ＳＤＧｓを念頭に置いて後世に負担をなるべく少なくす
べきと思います。図書館はクラウドを使うとか、将来を見据えた方法を考えてはどうかと思います。狛江市の限られたスペースでは、蔵書を多く持つのは無理でしょうからちょっと進んだ方向
を模索するのも一考かと思います。ここしばらく全く図書館を利用していませんので、現状がよくわからず適切な回答ができませんでした。他の地区からも羨望の目で見られるようないい市
民センターができますよう切に祈っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館の蔵書数を増やすべき　中央公民館利用について広く市民が使用できるよう工夫が必要。周知少ない。明るくない。誰もがきたくなる公民館にしてはどうでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
館内のロビー及び、図書館で読書をする際、明るさを上げることと、ソファータイプでないイス（個人利用）タイプにして欲しい。出来ればヒジカケがあれば！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
狛江に越してきて１５年になります。図書館公民館が近くにありとてもうれしかったです。当初はよく通いましたが、蔵書数の少なさ、古さ、閲覧室の居ごこちの悪さ（？）と足は遠のきま
した。公民館も古くからの方がやめず魅力ある講座がなく利用しておりません。前の広場も万民に利用されておらず（もっと開放的な公園が良い）それなら増築して公民館、図書館を
充実して欲しい。そして生涯学習の教室を増やして欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前のように中央公民館を無料で利用できるようにしてほしい。金をとることによるいらないコストのことも考えるべき。何よりも図書館の本の充実が最優先。
・中央図書館の蔵書をもっと増やしてほしい　・トイレの各個室に荷物を置くスペースを作ってほしい（トイレの個室を広くしてほしい）　・障害者に使い易い施設にしてほしい。
文庫本（なるべく最近の）、マンガの蔵書を増やして欲しい。家庭で使わなくなった絵本等を常時回収して欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館、－狭い。蔵書が少ない。図書館としての環境が悪い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館に行ったことがないのでわかりませんが、小さな子供の絵本読み聞かせの時間等あったらぜひ行ってみたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館の充実よりもカフェ併設の本屋さんを誘致するなどの税負担の少ない方法を検討して頂きたい。（オフィスシェア等も含め）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館の開館時間を早めてほしいです！！１０時は遅いです！！９時か９時半にしてほしいです！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
狛江市民だけが利用できる電子書籍の図書館を作ってほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．ハード・スペースに関すること
・図書館について　①トイレ設備の充実　②閲覧スペース、自習スペースの拡充　③英語の図書の拡充　④日曜日の閉管時間の延長
中央図書館に学習室を作ってほしい。自宅で勉強する自室がない子ども又社会人に対し学習をする場所を提供してほしい。
今は自転車置き場が図書館の入り口のすぐそばにあり助かってます　増築後も近くに設けてほしいと思います。

私は６０才代ですが、市民センターは、将来の可能性をたくさん持っている子供たちのために充実してほしいと思います。現状の図書館は、古くてカビ臭がして、そこで過した時の健康に
ついて心配です。又、公民館も清潔とは思えないほど古いです。全部建て替えて、健康に利用できるようにしてほしいです。これは、高歳者よりも、子供たちのために、よい環境で利用で
きるようにしていただきたいということで、優先すべきは、“子供たち”だと思います。たくさん人生を生きてきた年よりの人間のためではなくこれから生きる幼い子たちのためにお願いします。

これを機に設備の一新を行い、使い易く快適な公民館、学習スペースの充実した図書館が実現できることを望みます。
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①中央図書館は、ぜひもっと充実させてほしい。府中の中央図書館や、藤沢の総合市民図書館が理想。（人口規模が違うので、難しいかもしれませんが。）正直、初めて見たとき、
「地区図書館？」と目を疑いました。でも、本を借りたり時々していますし、知人の話では、都内から厚木に通勤している人が、狛江でわざわざ途中下車して中央図書館に寄るとのこと
で、「あの古い感じが落ちつく」のだそうです。そんな意見もあるので、悪いことばかりでもないかもしれません。　②新聞が切り取られていたり、調査室（でしたっけ。机が少し置いてある部
屋）の雰囲気が暗いのが気になります。入りづらいし、落ちつかない。だから切り取られてしまったりするのだと思います。（悪い人が入って悪事を働きやすい雰囲気があるのでは。）（資
料２ページ、平面図を見ての感想）　③地下１階があることは全く知りませんでした。市民ホールもあるのですね。２階があるのは知っていましたが、２階に上がったことはありません。本
当は、もっと図書館を充実させてほしいですが、公民館機能としては、人口規模を考えると、とても充実しており、ぜひ維持していただきたいと思います。（公民館のない自治体もふえてい
ますし。）複合施設というカテゴリーで考えるなら、藤沢市にあるＦプレイスが参考になるかもしれません。面積は異なるかもしれませんが、８つくらいの施設を１つにまとめており、ホールも
あります。
読書室が勉強ルーム用になっているが、社会人にも積極的に利用できる様に検討に追加してほしい。
・中央図書館の蔵書をもっと増やしてほしい　・トイレの各個室に荷物を置くスペースを作ってほしい（トイレの個室を広くしてほしい）　・障害者に使い易い施設にしてほしい。
図書館で勉強できるスペースがほしい。
年に２～３回図書館に入る事はあるが、なんだかうすぐらく本を読むきにならない。入口も風呂屋の様子で図書館と言われればそうかなうと思う。まず入口と本がありますと感じさせてと思
う
中央図書館は狭く薄暗い印象で利用をためらってしまうため、是非誰もが利用しやすい図書館にしてほしい。５つの図書室は蔵書も少なく利用しにくいため、集約して１つ１つの図書
館、図書室に予算を手厚く配分してほしい。
他の区の図書館のように勉強できるスペースがたくさんあるといいと思う。私自身子どもの時はよく通っていたが、中学生くらいからめっきり行ってないので。あと幼児のコーナーは区切るか別
の方が他利用客も親も気を使わずに利用しやすいかと思います。
となりの世田谷区などとくらべても図書館の蔵書がとにかく少ないので、場所を広くし、子供の本も含めもっと増やしてほしいと思います。
図書館は階数をふやして増築するより横のスペースを広げた方が使いやすいと思う。とてもよく図書館はつかうし、本の数が増えたらうれしいけれど、財政難になって民間委託になるくらい
なら老朽対策だけで中身は現状のままでよい。
［中央図書館について］要望１：新聞が少なく、読めるタイミングが少ない。また、新聞を読む為のスペースがない（バックナンバー除く、当日の新聞についての要望です）要望２：
勉強スペースを大幅に増やして欲しい。（社会人学習机が少ない）特に受験や試験期には、学生でほぼ埋っていて利用できない。
図書館を、もっと広くて明るく、中で読める場所も多くするのと、蔵書数を大幅に増やしてほしいです。特に児童書。
図書館はアプリなどを活用して予約して本が借りられるようにして、在庫しないでまわりの図書館どおしで貸し借りできるようにすれば良いと思う。蔵書数にお金をかけるよりも、フリースペー
ス的な空間づくりを優先してほしい。公民館にもフリースペース空間を。
〈中央図書館について〉・蔵書を豊富にしてほしい。・勉強スペースを、図書館の本に限定せず、多目的で個人的なスペースを設けてほしい。（世田谷中央図書館のような）〈共通〉老
朽化対策は将来いずれ必ず必要だと感じている。
〈図書館〉本の数が少なすぎる。自習スペースがない。〈中央公民館〉ダンスの利用が多いのに踊れる部屋がない。壁に鏡もない。他市では市民センターを充実させており利用者も多い。
狛江市も近年建替えを進めているが、地域センターは少ない。中央公民館は、人が集まるきれいな建物にしてほしいので改修ではなく、この際、建替で増床してほしい。
陽が入り、明るく、風通しのよい図書館を望んでいます。

・図書館を利用するケースが多いものの、常日頃は他の市区町村の図書館を利用している。是非とも図書館の拡充を図っていただきたい。老朽化が著しく、利用する気になりません。

中央図書館は明るく、クリーンでオープンスペースがあると良いと思う。今は、暗く、閉塞感がある。新しくなる図書館に期待しています。
図書館はせますぎるし本も古くて利用しようと思わない。勉強スペースみたいなのがあって、新しい本も多ければ利用したい。
現状の図書館は暗い印象があるので、ＬＥＤの照明を増やしたり光量を大きなものに変えたりするだけで、大分変わると思います。
中央図書館で勉強できる環境を作ってほしいです！！もっと明るい図書館になればたくさん利用したいです。市の施設が充実すればよりよい狛江市になると思います。
図書館は近隣の市に比べるとインフラが弱いので充実させるべき。特に自習室（早朝オープンｅｔｃ）は充実させて欲しいです。
図書館に勉強や仕事をするスペースを多く作ってほしい。

狭い市内に公民館が点在しているが、集約しても良いのでは。小規模集会の目的のみなら、マンションの間借り程度の規模の公民館で良いのでは。もちろん市内に１箇所、拠点になる
ような大きめの共有施設があると良いと思うが、複数の施設を維持するニーズ、採算があるのかな、と思います。図書館については、もっと充実してほしいです。（蔵書、スペース）

ゆっくりと、新聞や、本を広げて、読める机等を設置してほしい！２階の公民館のコミュニティスペースが無駄に広くて、利用者がいないので、大変、もったいない。あの辺でも図書館の本
を読めればといつも思っている。
図書館に勉強できるスペースが欲しい。
他市から移り住んで２０年近くになりますが、長年残念に思っていたのは中央図書館の蔵書の少なさと古さ、閲覧室をはじめ、建物全体の暗さです。その辺を改善してもらえるのなら改
築でも増築でも良いと思います。うちから中央図書館（公民館）は離れているので、現状、仕事帰りに行き易い世田谷区の分館をよく利用しています。狛江の中央図書館が休日の
居場所の一つになれば有難いです。
図書館は、ＢＯＯＫＳ×ＣＡＦＥに改修していただきたいです。大人・子供スペースは離していただきたいです。（大人スペースで静かに過ごしたいため。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館について、現状では近いが使い勝手がわるく、正直近隣の図書館を使うことが多い。もう少し蔵書数を増やしてほしい。また、学生の学習スペースなどを設けてほしい。図書館内
に学習スペースを設けることが難しいようなら、調布市のような専用スペースがあるとよい。普段、働いているので図書館や公民館を使用する事が有りません。公民館のイメージとしては、
年配の女性等が使用している趣味の活動の場であると言う事。子育てをしている方に対して、公民館など効率的に使用されているのかが気になります。人口が増えないのではなく、「子
育て支援」の活動が充実していない事。子育てしやすい環境を整えなければ、子供は集まらなく、コミュニティーが広がらないと思います。なので公民館を増やすのであれば、「子育て支
援」の活動を増やして欲しい。図書館が増えるのであれば、子供向けのスペースを充実させたり若者が利用しやすい空間作りや、蔵書を増やす等…　普段、図書館を利用しないからこ
そ思うのは・読みたい本が無い（古い本ばかり）　・勉強スペースがない　・ゆっくり過ごせる空間ではない　・狭い　・薄暗いと行って感じました。市民全員が、気軽に利用できる公民館・
図書館になる事を楽しみにしています。こう言った、市民の声が届くような機会が有る事を嬉しく思います。（２０代女性）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館に関しては、①３５万冊もの蔵書は、この先１０年・２０年を考慮すると必要ない　②現在来館していない人に、いかに足を運んでもらうことが最善の税金の使い途　③そのた
めには他自治体先端図書館が民間カフェ併設考慮すべき！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供の利用できるスペースが少ないのでもっと充実させてほしい。また、図書館内に飲食できるスペースがあったり、コーヒー屋→（スターバックスなど）などがあれば、いいと思う。そして、も
う少しキレイになれば、毎日でも利用したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市外から引越して来て、まだ日が浅いですが、初めて中央図書館を訪れた時は本の少なさ、施設の古さにおどろきました。子どもの未来の為にもよりよい環境になることを望みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

他の集会施設の利用を促す　（図書館について、別紙１枚添付）〔図書館に収容可能冊数増大を望む〕このアンケートに出ていたＣＬＴ・木造建築（現代の）を調べてみた。狛
江図書館、現代に言及するもの無し。調布図書館で検索し内容細目から見当をつけ本にあたり、ＣＬＴが出てくるもの二冊、その他西欧や日本の現代木造建築写真から流れを掴
めた。狛江と調布では市民の問題解決手段に差があった。現代の新しい知識に対応できない貧弱な狛江中央図書館では少し専門的事柄になると全く期待できない。本を探す時は
先ず調布図書館へ行くと言う狛江市民の声をよく聞く。よって狛江図書館へは難かしめな本の購入希望も出ず、職員も分館並みに一般的な本しか注文せずちょっと専門的な値の張る
本は蔵書とならない。又蔵書だった本も数年すると廃棄され、有名作家の本も２～３冊しか残ってない。過去評価され今は基本的位置付の本が既に無し。狛江は開館以来４０年
にして本の集積を諦め、現代知識にも届かない。今の蔵書数では、中央館としての役割を果たせていない。年間購入冊数と廃棄数を同じにしなければ棚がない現状。図書館は収容
可能冊数が命。次に利用し易い為の床面積。隣の自治体で調べ借りればいいのか？狛江市民の文化水準が低いとは思わない。市民の繋がりでギュッと詰まった、市民活動盛んな誇り
の持てる町を目指したい。人は、調べ知る事で納得し確信し行動し社会参加（市政への関心・参加も）まで繋がる。個人が図書館で知り、公民館で市民が互いに共有し、深める事
ができる。地元の図書館はその第一歩。３０年前新図書館計画は店晒しにされ、市民一人当たり蔵書数・面積数が多摩２６市中下から３番の位をずっと保ち続けてきた。情けない
ダメ狛江。どうせ狛江はそんなものとの市民意識から、小さいけれど結構やるじゃんと充実感を感じられる町となれるよう、市政に望む。（猶、ＣＬＴについては朝日新聞２０２０　１
／２５（土）（ｂｅ５）に見直される木造建築の記事あり。他ネット検索も。）（付）アンケート問５－２の６番、“更に充実させて欲しいのは、借り易くして欲しいから”とは何を
想定しての文なのか解りません。他の番号の文全てを含む文ですが。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①図書コーナーと新聞コーナーをわけて配置してほしい。新聞コーナーも毎日の新聞コーナーと日付をたどり調べるまとめるコーナーを工夫してほしい。②畳コーナーをつくる場合　・３面を
開閉できるよう工夫してほしい。ドア、ガラス戸にも利用する子供の様子を親、祖父母、大人がみられるようにしてほしい　・畳、じゅうたん（絨毯）、コーナーの配置工夫してほしい。③
静かに本を読める場所が圧倒的に不足。本を借りるだけの機能が実状。持ち出し禁止の図書が貸し出し期間内に読みに通えない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館に学生や社会人が勉強できるようなスペースをもうけてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館にカフェを併設してほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・以前、中野区に在住していましたが、中野区の図書館みたいにして下さい。子どものスペースと大人のスペースがわけてあり、使用しやすいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央図書館について　蔵書数が少ないし、ゆっくり座って本を読むスペースがないため砧図書館に行っていた。ＩＴ環境の整備も急務だと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・市民活動は他の地域センター等でも代用できますが、図書館は老若男女問わず誰でも利用したいのに、蔵書数は少ない、新刊は入らない、読書・自習室スペース無い、と、利便性
が著しく低いです。財政が厳しい中、せめて中央図書館だけでも改修してほしいです。・問６、７案を選んだのは、今や工法も進化しているので、従来工法にとらわれることなく、必要な
安全性・耐震性が確保できるなら、それ以上のスペックはいらないと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供の教育、居場所づくりの為にも中央図書館のこれからに期待したい。電子書籍がどう図書館にかかわってくるかはまだ不明だがその将来も考えて今後を検討して税金を使ってもらい
たい。同じ本を何冊もと言うより、色々なジャンルの本を購入して欲しい。本を借りてそのまま持ち込めるカフェ（落ちついた雰囲気の）などがあるとなお良い。５Ｆはフロアではなく屋上
（二子玉川の髙島屋の様な）で子供からお年寄まで緑の中でゆったり遊べて過ごせるスペースができたら市外からの利用も増えるのではないだろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔵書を日差しから守るため、ある程度、遮光は必要だと思いますが、中央図書館の雰囲気が、あまりにも暗いので、そこを改善してほしいです。あと、学生さんが勉強できるように改善し
てほしいです。改修後は、まめに通いたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館は娘をつれてよく利用します。入口や館内はもちろん入りやすい雰囲気、明るい雰囲気に変わるだけでもありがたいです！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館、－狭い。蔵書が少ない。図書館としての環境が悪い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今は、中央公民館の使用はしていないので、アンケートに出すのは申し訳ないと思いますが、大分古くなっていると思いますので、新しくした方がいいと思います。災害時も、市民が来て
も、困らない設備もあったらいいですね。前に本を借りた時、ベトベトしたのがいやでそれ以来借りなくなりました。今の市役所は、窓口で教えて下さるので行きやすくていいですね。ありがと
うございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館の小ささにあ然とした。今の４倍は必要　若い人や子供が利用しづらい。古くさい現状です　調布たづくりビルの図書館ができた時のおどろき。あんな大きなビルなのに、図書館が
せまく、朝から年配男性が新聞を広げて集会をしていた。〔狛江の図書館も近い（その状態）〕〔新聞は別にした方がよい〕　・学生が勉強できるスペース　・親子で絵本が見られるベ
ビー、キッズコーナー。・テラスにつながるカフェコーナー（何店舗か入れる）→プラス・不要品交換等の情報コーナー　・ＩＴ、ＰＣの設備の充実　・（蔵書が多ければ良いとは思えな
い）。小さい市なればこそ来たくなる新しい楽しい図書館を！　「市民センターを考える市民の会」がんばって下さい　※建築物のプランから入るコンクリートの検討プラン（図面）にぞ
～っとする　※レンタルルーム等では元はとれません。１４年前調布から狛江に移ってきました。調布のビルは無駄な部屋がいつもガラガラでした。箱をいっぱい造っても市民交流はふくら
みません。乱筆乱文で失礼しました。

３．施設の考え方に関すること
１．「図書館」は、殆ど近くの「西河原」で済ませている。２　ＣＤ、ＤＶＤ、カセットテープ等々は、調布の「たづくり会館→６Ｆ」で利用している。たづくり会館が利用出来るので、大
変、助かっている。試聴設備もあり、又、ソフトの種類の量共に豊富だ。そしてスタッフも親切だ。流石。「映画の街」。３　中央公民館に重点を置いて進めたら良い。「市民の会案」を支
持します。

図書館について　住んでいる場所が調布市に近いため、国領図書館やたづくり中央図書館を利用する頻度が高い。中央館分館とも開館時間が午前９時というのがありがたい。狛江の
場合は中央館が午前１０時、分館は１２時（試験的に午前開館もあるが）開館なので、夏などかんかん照りの中を行かねばならない。調布市は休館日も少なく、必要な時に利用
できる。また図書館の職員体制が狛江と比べ無駄なく機能していると感じる。以前職員はすべて司書の資格者と聞いたことがあるが、司書としてプロ意識があり、本や調べものについて、
迅速に適切に対応してくれる。この差は元図書館長が築いた図書館愛の情熱と伝統が今も生きているからではないかと思う。狛江市に越してきて、あまりの図書館の貧弱さに愕然とし
たが、市民の会のみなさまのご努力で改善に向かいそうなことに感謝申しあげたい。しかし図書館の充実のためには、ハードの面だけではなくソフト、人が重要である。図書館長には行政
能力ばかりではなく、図書館に精通し、情熱のある人材を登用してほしい。そして図書館職員がスムーズに仕事ができ、本来の図書館としての職務ができるよう願っています。

図書館は誰もが利用できるので狛江市の顔の様な充実した図書館が是非とも欲しいです。現在他の地域の図書館を利用させてもらっています。将来の子供達の事も考えしっかりした
建物が欲しいです。
図書館の民間委託はしないで頂きたい。
図書館に関しては、①３５万冊もの蔵書は、この先１０年・２０年を考慮すると必要ない　②現在来館していない人に、いかに足を運んでもらうことが最善の税金の使い途　③そのた
めには他自治体先端図書館が民間カフェ併設考慮すべき！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．その他意見
府中市は素晴らしい図書館があります。参考にしてください
狛江市に４０年以上住んでいるが、利用は図書館のみ学生の時に利用。社会人になってからは時間帯や蔵書数・新刊の数が圧倒的に都内の区図書館の方が便利であり、勤務先
の区の図書館を利用している。貸出し、返却ともに対人でなく出来る様になると開館時間が関係なくなる。又、今後、カフェ等の併設を検討すると育児をしている人たちにはコミュニティー
の場となるのではと考えます。住みやすい狛江になると良いと思います。
明るく、皆が来たくなるような図書館にして下さい。
中央図書館を駄倉地区センターに移転（出来れば）したら中央公民館は増築しなくてもすむかと思います。駄倉地区センターの鍵が非常に扱いにくい。何度も警備会社からＴＥＬ
がかかって来た事が有ります。
世田谷区の砧、梅が丘の図書館も利用しますがとにかく蔵書が少ないです。
全体的に暗い印象があるので、光を取り入れた明るい造りにしてほしいです。改修には２３区の（特に世田谷）図書館を参考にしてほしい。狛江市は今回のことに限らず様々なことを
独自に進めすぎ。きちんと２３区の意見もきいてほしい。
図書館の場所がいまいちよくわからない。図書館は、図書館として建物があるとよりわかりやすくなるのではないかと思う。
図書館は、若い学生時代を思いだす。日曜日友と学び、良い思い出である。１日すごせる場にしてほしい。
魅力あふれる狛江市の中央図書館をめざしていただきたい。図書館も駅前も市内も特に雨の日、何も魅力がないため、出かけようという気がしない。なので、市外の魅力ある図書館や
町へ出かけるしかなくなります。アイデアはないですが、今回の機会期待しています。
①市民センターの利用者が特定の人が多いと感じています。（公民館）のでこれ以上の事は考えない。②図書館は、年令層の幅が広く一番充実させるべき場所
・図書館、会議室等の充実は必要と考えるが、身の丈にあった物にするべき。・高層構造物に建て替え、非常時の避難場所として使用する。・老朽化集合住宅、木密地域再開発の
建て替えの際に賃貸物件として提供する事も勘案できるのでは。
旧四小を改築する。図書館は他市区に比べて弱すぎなので、もっと充実させて！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
現状の図書館は小学校の図書室レベル　暗いし開いているのか、閉っているのか分からない。ジメジメした感じがして利用したいとは思いません。その場でゆっくりと本を読むスペースもない　
予算が無いので本当は安くすませたいのだけどどうでしょう？こんな案がありますが、ひとつ、市のふところ事情も考えながら選んでみてもらえますか？　みたいなやる気の無さが透けて見える
様な質問をされている様に感じます。どうして、素直に「どんな図書館、公民館が欲しいですか？」とストレートに聞けないのですか？「理想」に基いたビジョンが無いのなら別に現状でもい
いです。図書館に限らず町の景観も美しいとは思えません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夏に図書館へ行った際、ダウンを着、大きな荷物を持った方達（衣類が汚れていたので浮浪者かなと思った）が、かたまっており、本を探したくても探せず…という時があり、行きづらくなっ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聞くところによれば東京都内の公共図書館に比べ、当市の施設は貧弱だとの印象がある。是非充実させて欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③市民センター全体に関すること
１．サービスに関すること

市民センターについては、改修はしなくても良いが、清掃をしっかりして欲しい。何度か利用したが、いつも異様なにおいがする。図書室もニオイがきつい。トレイの清掃をもっと念入りにして
欲しい。古くても清潔ならもっと行くつもり。
なるべく休みの日は無い様にしてほしいと願っています
・開かれた施設であるべきですが、入口の防犯はしっかりしてほしい。安心して過ごせる場所にしてほしい。（今、うす暗くて、何となく怖い）　・週末（土日）に市民センターや図書館で
開催しているイベント・行事を知らせてほしい。平日・都心に出ていると、ますます利用する機会が減ってしまう。本も少ないので今ではほとんど利用しなくなってしまった。
市民センターが、各々、市民がどのように利用する事が可能なのか、情報発信が不足している。又、市民センターを防災に活用する視点が必要と考える。
・既存建物への増築は増築時と全体建替時共に人的、時間的含めコストがかかるため、余程他の案へのデメリットがない限り好ましくないと考えている。維持保全も煩雑になりがちであ
る。・市内の図書館等利用者は市庁舎の駐車場を割引で使えるようにしてほしい。
狛江市の市民センターは、古く、暗いイメージがある。使用したいとあまり思えない。狛江市は日本で２番目に小さい市で財源がない事は十分分かるが、あまりにも古臭いので改築して
ほしい。私は今は調布市の図書館を使用している。狛江市民なのに申し訳ないと思ってしまうが、本も充実しているし施設もきれいなので使おうと思ってしまう。例えば、市の議員数を削
減するなどして財源を確保したらいいのではないかと感じる。
公民館や図書館で何が行われているか、また、何ができるのか正直よくわかっていません。もっとイベントや使い方など、広めるとよいのではないかと思います。
学習スペースを充実させて、学生が優先的に使えるように、利用者カード等作ってほしい。暇つぶしの人には別の利用スペースを作ってあげるなど…
・市民センターを新しくするのはいいですが、工事中も今までと同じように使えるようにして欲しい。使わない期間があると使わなくなってしまう。・図書館は建てかえよりも使いやすくして欲し
い。本を返すポストが２４時間ではないので朝通勤途中に本を返せず不便です。せめて６時から返せるようにして欲しい。・お金をかけて大きく新しくせずとも使いやすくしていただければ
充分です。みんなが楽しく使えるイベントや企画を今まで同様していただきたいです。
学生達が教材を持ち込んで勉強できるスペースが欲しい。（中３以上、タイムカード制などで独占禁止、私語厳禁、ガム、アメ、水、などのみ飲食可、など）規制をしっかりと設けて、秩
序あるスペースにして頂きたいです
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どちらもほとんど利用していないので何とも言えませんが、市民が利用しやすい、ひらけた場所であって欲しい。利用したいと思える様な素敵な企画があったら、もっとＰＲして欲しい。料理
教室などありませんか？　あれば利用したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人も自習できる場所がもっと欲しい。自習室として部屋を区切らずとも、電源コンセントのある、机を用意して欲しい。Ｗｉ－Ｆｉがつながりにくい。（多くの人が利用しても、スローダウ
ンしないもの）
老人施設に入居しているため、利用していない、出張サービスなどを期待したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いつも図書館を利用しています。上和泉の公民館も利用していますが、どちらも施設の古さを感じます。公民館を趣味・教養に利用するのはいいですが、有事の際は、市民の避難場所
であってほしいのです。ですから、今後来たるその時のためには、①の全部建て替えがよいですが、費用の負担が大きいこと、その後の建替も考慮に入れて、別棟案もいいと思います。「市
民の会」案は、奇抜に感じます。リフォームとなると、建築指導はきちんとされない気もします。その後、建替になった時にムダになります。→震災後、基礎に亀裂が入ったらどうしますか　た
だ広くすれば良いだけの使い方であってはいけないと思います。有事の際のことを大切にして下さい。地区センターの数を減らすことを考えた方がいいです。図書はデータ化されれば、取りに
行く必要はなくなりますね。そういう時代がくるといいのですけれど。今、年金暮らしの方などは、豊かな日本の時のイメージでいまだ夢をみている人も多いと思います。現実、この収支では、
市民サービスすら難しいのではないですか？リフォームで部屋はパーテーション等でサイズの変更を臨機応変に出来るようにする　今、市民関連の人しか利用できないのを、別団体でも資
料等、身元をしっかり、確認して、高め料金で利用を可として、収益を上げてほしいです。市の条例で建築の宅地造成には近隣周辺住民に説明会をする必要があるのに、市の施設は
借りる事が出来ません。都市計画担当からの受領書類などで、確認して公民館の利用率を上げるなど収益を上げることを考えてみて下さい。
中央公民館、中央図書館の開館時の様子を記憶しています。両館とも当時の最新機材、（視聴覚機材、その他）、一般家庭にはない物が多く、その機材を使える為の講習会もあ
り、大勢の市民が参加していました。せっかく新しい建物になるのだったら機材に関しても最新の物に更新するべきと思います。その為の予算も確保するべきと思います。※今後も魅力の
ある施設としての市民センターを期待します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○会社員が参加しやすい様に、土・日の講演会や講座を増して欲しい。○若い世代が利用したくなる様な、中央図書館にしないとダメだと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．ハード・スペースに関すること
今よりも明るくしてほしいです。
市民センターの中に授乳室（断りなく入れて出れる）おむつかえスペース（男子トイレの中にも必要）がほしいです。ベビーカー置き場や子どもに昼食をとらせられる所ができれば、もっと
気軽に図書館や公民館のイベントに参加できるのにな、と思います。また、今の建物は暗く死角も多いので将来子どもたちだけで使わせたいか、というと、難しく思ってしまいます。開かれて
明るい狛江の知力を育てる場所に子どもたちをすすんで行かせられないことは、残念に思います。
中高生や大学生が使える自習スペースがあれば良いなと思います。
・開かれた施設であるべきですが、入口の防犯はしっかりしてほしい。安心して過ごせる場所にしてほしい。（今、うす暗くて、何となく怖い）　・週末（土日）に市民センターや図書館で
開催しているイベント・行事を知らせてほしい。平日・都心に出ていると、ますます利用する機会が減ってしまう。本も少ないので今ではほとんど利用しなくなってしまった。
フリーｗｉｆｉでちょっと仕事が出来るスペースがあるとうれしいです。将来的にコワーキングスペースとして運営してもらえれば…なんて…働き方改革で在宅ワークになったものの、仕事を
するスペースに困っています。
納税を１番している世代が利用に１番離れていると思う。それでも①案を選択しました。公民館、図書館ではあるが、災害時に避難所や入浴や、トイレの一時利用に対応できるような
多目的施設にはならないだろうか。そのために税金を利用して頂きたい。増改築して、つぎはぎのような施設では先が思いやられます。
①人口増で、若い世代も増えているので、工期が少し長くても新しく明るいイメージの公民館を希望します。②市民の会案は図書館を地下にとの案なので反対です。地上の自然光の
入るフロアに作ってほしいです。（書庫は地下でもよいです。）③長期的に見れば２１年後の追加費用はかからないので建て替えに賛成です。
子供達が勉強できる場所も、市民センター内に、作って頂きたい。私が子供の時、図書館内に、個々に仕切られた勉強スペースがあり、よく活用していた。狛江市には、そういう場所が
なく、子供達が、困っていたため、ファミレスや、喫茶店だと、お金がかかってしまい、利用にも限度があったため。
トイレの事ですが洋式の数を多くして欲しいです
学生達が教材を持ち込んで勉強できるスペースが欲しい。（中３以上、タイムカード制などで独占禁止、私語厳禁、ガム、アメ、水、などのみ飲食可、など）規制をしっかりと設けて、秩
序あるスペースにして頂きたいです
！！中央図書館と中央公民館一つで理想と思っています。が、少し（年のせいか‥‥）空間的な狭さを感じる時があります。が予算の事もあるし…書いてみました！！
市民センターは古く、使いがってもいいとはあまり思えません。もっと広く明るい、開放的な空間になれば多くの人が利用できるのではと思います。
現状、うす暗い印象がある　明るくする為にも、照明だけでも工夫したらどうか？
市民センターは時々訪れますが老朽化して、暗いイメージがある。この際、全て新しくし、イメージアップを図る方が良いと思います。
玄関に入ったところからうす暗く陰気くさいと思います。多摩市のこれは地域センターにあたると思いますが、唐木田コミュニティセンターは、太陽光などを取り入れ、カフェ、図書館、児童
館、和室（鏡付）、音楽室（防音）、小ホールととても充実しています　月３回利用していますが狛江にもこういう公民館があったらと思っています。また昨年の台風で避難所も足りて
ないことがわかりました。上に高くして、いざというとき避難所の役割もはたせるような場所であったらと思います。
ベンチなど座るスペースを増やしてほしい。大きいテーブル席でなく、小スペースで分けて座れれば混雑時にも十分な収容人数になるようになればうれしい。
全体的に暗い印象があるので、光を取り入れた明るい造りにしてほしいです。改修には２３区の（特に世田谷）図書館を参考にしてほしい。狛江市は今回のことに限らず様々なことを
独自に進めすぎ。きちんと２３区の意見もきいてほしい。
全体的にうす暗いので、明るくしてほしい。自然光がたくさん入る感じで！オシャレなカフェも併設されると嬉しいです。
〈中央図書館について〉・蔵書を豊富にしてほしい。・勉強スペースを、図書館の本に限定せず、多目的で個人的なスペースを設けてほしい。（世田谷中央図書館のような）〈共通〉老
朽化対策は将来いずれ必ず必要だと感じている。
台風１９号の際に、ペットが可能な避難所（市内で１ヶ所）として人生初の経験をしました。地下が災害時に利用されるのは、不安で、ペット連れの避難のむずかしさを痛感しまし
た。これからは災害に対応できるスペースを第一に、取り組んでほしい。多様性の可能な貸出室や広場。駐輪・駐車場のスペースも忘れずに！
入口が暗く感じられ残念です。さわやかさや明るさがほしい。
現存のトイレは女性用は２つだけなので数を多くしてほしい。洋式にしてほしいです。
自習室をつくってほしいです
中央公民館や他の公民館も趣味を楽しみたい一部の方が使用しているイメージです。図書館をもっと充実させ、気軽に利用出来る場所にしてほしい。また、本を読むだけでなく、学生
や社会人が勉強が出来るスペースもつくってほしい。調布の図書館の方が充実していて環境がいいです。隣のカフェ←市庁舎食堂や通路等、ムダなスペースをなくしカフェと図書館を一帯
にしたらおしゃれな図書館になり、開館時間も長く出来るのではないでしょうか。図書館プラスカフェの改修なら、スペースも確保できるし、お金もカフェ利用者数が増えれば、さらに増築や
人件費にもあてられると思います。カフェも奥まっており、分かりにくいし入りにくいのでオープンカフェ風にしてほしいです。市庁舎食堂周辺と公民館も図書館も古くさいので、明るくリニューア
ルしてほしいです。市民センターだけでなく１階部分の食堂周辺も含め柔軟にスペースの活用を考えてほしいです。
センター内のトイレ早急に洋式に替えてほしい
ＩＴ環境の整備は必要な事と考えます。（しかし私はうまく利用出来ません。）これからの時代、きっと便利なもので文化生活の向上に役立つと思われます。
・トイレがきたない　・暗い
老人や車イスの人も利用出来るスペースにして、スロープやエスカレーター・エレベーター等の設備を考えにいれていたゞければと思います。トイレ等も広いスペースにして身体障害者にもや
さしい設備にしていたゞければと思います。
現状が古くさ過ぎるので、きれいになったらうれしい。
・時々、トイレを使用しているが、大・小用とも増やすと良い。・ウォシュレットがあると良い　※市役所のトイレとかなり差がある！！
現在の建物はとても暗い印象があり、あまり行きたい気持ちにならないので、もっと明るく居心地のよい空間になるとうれしいです。
今後３０年の建替え費用を少なくできるように長期的視点で建て替えが望ましいと考えました。災害時の避難場所として使えるように公民館の拡充を検討して欲しいです。図書館の
蔵書数が少ないので市外の図書館を利用することもあるので蔵書を増やして欲しいです。高齢者や体の不自由な方でも気軽に利用し易い施設や設備にして頂けたら良いのではないか
と思います。
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子供達が使える学習スペースを作ってほしい。改修するのも良いが学校等の施設の改修も考えてほしいです。
学習スペースを充実させて、学生が優先的に使えるように、利用者カード等作ってほしい。暇つぶしの人には別の利用スペースを作ってあげるなど…
トイレをもっとキレイに、小さい子供達が使いやすいようにして欲しい。
大人も自習できる場所がもっと欲しい。自習室として部屋を区切らずとも、電源コンセントのある、机を用意して欲しい。Ｗｉ－Ｆｉがつながりにくい。（多くの人が利用しても、スローダウ
ンしないもの）
たくさんの人数が利用できる自主学習室もあるといい。図書館や地域センターへ行っても、勉強するスペースが少なすぎる。

予算があるので、市民センターがよくなるのはすごくよいが、防災問題を最優先した方がよい。お金が足りているなら市民センター改修をすればどうか？市民センター内に休けい場所がほし
い。お茶、おにぎり　サンドウィッチなどのきれいな軽食をとれるスペースがあるとよい。テーブル、イスだけでよい　雨の日に利用できるスペースがほしい。お天気の時は、公園があるので。

地下は特にニオイが気になります。が、利用者数や実用性など考えて取り組んでいただきたいです。一部の人の利益になるような改修は望みません。資料を持ち込んで良い自習室など
新設してくれると嬉しいです。
子供達（ぼくたち）が勉強できるスペース（自習室）を充実してほしいです。受験の時はスペースがなくてこまりました。
利用したくなる施設明るい施設。多利用性のある設計を期待します。
・高齢者、障害者（児）にも利用しやすく、居心地の良い場になるようにしてほしい。トイレ、通路の幅、段差、エレベーター、手すり、点字案内、文字案内、空調、明るさ、コインロッ
カー、雨でも使いやすいように。・災害時に避難所になるようにしてほしい。
市民センターのトイレのバリアフリー化は、ずっと望んでいました。また、図書館の書棚は、高齢者には、下の方の本が大変とりづらく、（しゃがまないととれない）こしかける場所も少なく、落
ちつけない、ということで、だんだん足が遠ざかってしまいました。細かいことですが、入り口（センターの）の横のチラシ置き場も、位置が低すぎて、下の方はよく見えません。問６について、
一応⑦をえらびましたが、資料を読んだだけでは、はっきり言ってひとつをえらぶのはむずかしいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・０才から高齢者、障がい者、様々な人々みんなが使用できるようトイレだけは、徹底的に研究して戴きたいと切に願います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
殆ど利用した事がなくてあまり意見はございませんがもう少し明るく、気軽に出入りが出来てゆっくりおしゃべりでも出来るコーナーがあると…と思いますが、目的がちがいますでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私は狛江市で暮らし始めて約２年となります。現状では両施設ともほとんど使用していません。しかしながら、現在１、７歳の息子がおりますので今後施設を利用していきたいと思いま
す。現状、施設の利用経験が少ないので的外れな意見もあると思いますがご容赦ください。また、私なりに色々検討しましたがまずは「今後どのような施設が必要か」を考え、その上でそ
れを実現する為に建て替え及び増築かの方向性を議論できればと思います。中央公民館　予約稼動率について　各利用枠の時間を短くする意見があるとのことですが賛成です。私が
依然住んでいた施設では１時間単位で予約ができました。たとえば２枠を予約した場合４時間となりますが実際の活動は２時間しかない場合、半分の時間が無駄になってしまいま
す。また、部屋を可動式の間仕切りで分けることができればいいと思います。特に「地下ホール」「講座室」「集会室」は定員が多いわりに平均利用人数が少ないです。間仕切で２～３
部屋に分けることによりスペースを有効に使えると思います。しかしながら仕切られたとなりの団体がうるさい等の問題も発生しかねないので防音性に注意が必要だと思います。また、大型
の部屋を全体使用、間仕切りで部分使用で料金設定は変える必要があります。調理実習室の充実について　調理実習室も定員に対して利用人数が少ないです。最近、ＡＢＣクッ
キングスタジオ等料理教室の人数も上がっており、調理実習室はニーズが増える可能性があるかと　また、高齢化が進む中、定年後料理を趣味とする男性も増えております。提案①　
予約を部屋単位ではなく作業台？毎とし、複数の団体で同時利用できるようにする。部屋単位での予約も並行して継続し、その場合の料金は高めに設定する。提案②　ＪＡ主催の
料理教室を月１回程度実施　企業との共同になるので難しい部分もあると思いますが、ＪＡ側は企業アピールになり市民側はイベントに参加できます。高齢者や子供（食育の観
点）、共働き家庭等がターゲットです。ＪＡ側は教室の際商品アピールや販売等も行うことができるとよいのでは　中央図書館について　提案①　４月下旬オープン予定の子育て施設
と連携し、絵本や子供向けＤＶＤはそちらへの比重を増やす。空いたスペースで蔵書を増やすか、読書スペースとする　提案②　蔵書の入替ペースを上げる　現状どの程度行われてい
るかわかりませんが、蔵書を増やすのではなく入替えを行ってはどうかと思います。外す蔵書に関して、バザー等のイベントで市民に安くゆずり、新しい蔵書はその資金で購入　また市民から
読まない本を集めて、その中から厳選された本を蔵書へ充てる。カフェ併設について　図書館に併設して民間カフェを誘致する。企業側へはテナント料を安くして、そのかわり月２回程
度、特別メニュー等を用意してもらい集客を期待。店内に掲示板を設置し、市のイベントや行政情報を告知する。
どちらも災害の時などの利用が出来る様に考えてほしいのと図書館等の換気の悪さが気になることとトイレも現代に合うものにしてほしい　市の建物ですので安全・安心・清けつ、エレベー
ターや館内のスロープ等高齢化にあった建物がほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東日本大震災以降、児童が室内での遊び場が多く作られている。狛江市内の公園が少なく、若い世代が住み良い街にするべきである。３０年～５０年先を見た街づくりは児童と高
齢者が交流できる、広場、等を考えた設計にしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地下のトイレが使いにくい。→１Ｆ？かもしれません。いつもドアが開けっぱなしになっており、ろう下から中が見える状態になっている。防犯のためならば、カメラとか違う手立てを考えてほし
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いつも図書館を利用しています。上和泉の公民館も利用していますが、どちらも施設の古さを感じます。公民館を趣味・教養に利用するのはいいですが、有事の際は、市民の避難場所
であってほしいのです。ですから、今後来たるその時のためには、①の全部建て替えがよいですが、費用の負担が大きいこと、その後の建替も考慮に入れて、別棟案もいいと思います。「市
民の会」案は、奇抜に感じます。リフォームとなると、建築指導はきちんとされない気もします。その後、建替になった時にムダになります。→震災後、基礎に亀裂が入ったらどうしますか　た
だ広くすれば良いだけの使い方であってはいけないと思います。有事の際のことを大切にして下さい。地区センターの数を減らすことを考えた方がいいです。図書はデータ化されれば、取りに
行く必要はなくなりますね。そういう時代がくるといいのですけれど。今、年金暮らしの方などは、豊かな日本の時のイメージでいまだ夢をみている人も多いと思います。現実、この収支では、
市民サービスすら難しいのではないですか？リフォームで部屋はパーテーション等でサイズの変更を臨機応変に出来るようにする　今、市民関連の人しか利用できないのを、別団体でも資
料等、身元をしっかり、確認して、高め料金で利用を可として、収益を上げてほしいです。市の条例で建築の宅地造成には近隣周辺住民に説明会をする必要があるのに、市の施設は
借りる事が出来ません。都市計画担当からの受領書類などで、確認して公民館の利用率を上げるなど収益を上げることを考えてみて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トイレがあまりきれいではないので改修してほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自習室の充実を期待します。（公民館内でも、中央図書館でもよいです）誰でも、無料で、集中できる空間は公的機関として設置いただけると助かります。また、図書館蔵書のうち、
趣味／生活を増やしてほしいです。まんがやＤＶＤも増やしていただけると嬉しいです。他市の図書館（調布、世田谷）に借りに行っているので、狛江図書館にあると嬉しいです。いつ
もお疲れ様です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自由に出入りのできる乳幼児の遊べるスペースがほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
トイレは改修した方がよい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自習室を設けてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
よいものができて、よいお金のつかい方をした！とみな（できるだけ多くの市民）が思えるようにしてほしいです。・建物としての機能を満たす。省エネで明るさ。清掃しやすい。（きれいな
状態が保ちやすい）経年変化がみすぼらしくならず、味わいとなるつくり、素材、または、経年でメンテするさいに効率よく（負担少なく）できるつくり、素材。・公民館　各部屋、温度、あ
かるさの調整（電気にたよりすぎず、資源をいかして実のある素材で工夫するような方法）。改修のあとの話かもしれませんが、掲示ボードやベンチｅｔｃ、妙にポップなものを（あとか
ら？）置くのは避け、大人にも子供にも心地よいトーンが空間にあってほしい。・市民の会の提案書、をよんで…。「誰もが自由に利用できる」‥というところ、今もそうだと思うが、そういう
ふうに使われていないとしたら、建物だけでなく、オペレーションを見直すことを今からやった方がよいと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供にとって、市民センターは数少ない集まれる場所です。明るく、健全な場所であってもらいたいと思います。図書館はもう少し新しく明るいと良いと思います。市役所の地下１Ｆに子
供がお友達と行きます。公民館に居場所が作れませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民センターの使用用途として「憩いの場所」を追加して欲しいです。公園とカフェ、図書館が融合した様な場所があると利用したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
学生が自習できるスペースを確保して欲しい。高齢者の利用が目立つが、若い世代にも利用しやすいように工夫して欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
トイレ関係はきれいにして欲しい。狛江市役所に近いのであれば保健所もいっしょにして欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・子供スペースと大人スペースとの区分けで静かに施設が利用出来る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．施設の考え方に関すること
市民どんな人（若い人も子供も老人も）にも利用しやすい施設になればと思います。
市民の高齢化が進み、生涯学習の拠点として公民館と図書館は非常に重要であると思います。
市民が安心安全に利用できる施設であること。暗い雰囲気の公民館、図書館ではなく、子どもからお年寄りまで世代をこえて集まれる場になったら‥‥。今はスペースがなさすぎて‥
‥。
人々が交流する場所は、とても大切だと思います。私自身は仕事をしていますので、あまり施設を利用することはありませんが、名古屋の母は、病院が場所を提供し、歌、体操、頭の体
操等を行っています。当初は４名位でしたが今では４７名と人数が増えてとても楽しく過ごしています。そういった場所があることで、外に出る機会が出き、歩くことで、健康にも恵まれて
います。是非健康な心と体をサポートして下さいませ。
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市民が積極的に運営に関わったり、自主的に利用できる雰囲気づくりをもっと多くしてもらいたい。市民の多くが利用する市民センターであって欲しい。
子育て中のお母さんやご高齢の方々の社会参加・交流となる場所・機会として充実していけると良いと思います。
現在の建物は古くて暗いです。ここ数年地震・台風等自然災害が多いので市民が安心して逃げこめる場所であってほしく財政さえよければ新築にこした事はないと思います。そして最近
孤独死が多いです。人と人がふれあうことが出来る温かな場所。子供と老人（地域住民）がふれあえるそんな場所であることが理想です。
公共施設を利用する市民は非常に限定的な面が多い印象。時代に合った、特に若者、子ども世代に必要とされる施設であることが重要。
コミュニティーの場をなくす事は、良くないと思う。これからはお年寄りの人が増えるため、必要と思います。又、本を読む事も大切ですので、図書館を充実させてほしいです。
雨や天候が悪い時に大人から小さい子、小・中学生等様々な市民が集まれる場所があるといいなと思います（遊んだり等）（屋根付きで）
オープンに、開かれた空間、みんなが思い思いに使用できる空間になるよう検討してください。そのためには、市民ＷＳ等で市民と一緒に作り上げていって、愛着のわく施設にしてほしいで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駅中や市民センター等にオープンスペースを作って、多くの層が利用しやすい施設にしてほしい。ハードだけでなく知恵の工夫でできることもあると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供が小さい頃は、どちらも良く利用していましたが、中学生くらいになると全く利用しなくなってしまいました。確かに老朽化して、汚ないイメージと照明（？）も暗く感じとても入りにくい
印象です。せっかく大きな広場に立派な大木があり、とてもステキな所に面しているので建てかえて、明るく、誰でも入りやすい（老若男女、外国人）建物になると嬉しいです。…返信、
遅くなりました…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○会社員が参加しやすい様に、土・日の講演会や講座を増して欲しい。○若い世代が利用したくなる様な、中央図書館にしないとダメだと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四角四面の実用型の建物でなく、狛江市の公民館　図書館として素適で、愛着のもてるユニークなものにして欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①中央公民館　②中央図書館　※１－２が良くなる事は大変に良いと思いますが、出来れば充実した物にしてほしいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
学生が自習できるスペースを確保して欲しい。高齢者の利用が目立つが、若い世代にも利用しやすいように工夫して欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子育て中の家族や、子供たちが楽しめる様なスペースになってほしいと思います。（気軽に立ち寄れる様な）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民館も図書館も新しくなってきれいで充実するのは理想的です。が、市民センターの現状の表をみると利用している人は限られた一部の人に見えます。申込件数が上限枠を超えるこ
とはあっても利用件数はかなり下回っているように見えます。入替時間が本当に入替時間だとしたら１５分でいいのではないでしょうか。使い方次第で余力があるように見えました。図書
館が使いやすくなれば通いたいですが財政状況を考えると新しく無理に建て替えてほしいとは思いません。今あるものを活用して出来る事（建て替え予算よりもかなり小額な予算で）が
多数あると思います。（ＩＴ環境の整備も）個人的には公民館と図書館を分けて図書館らしい雰囲気があれば良いです。照明や掲示物に気遣いがあれば建物が古くてもかまわない
と思います。今の使い方を見直すことでスペースももう少し作れる気もします。建て替え（や改修）はよりよい環境改善を試行錯誤してからでもいいのではないでしょうか　市民提案書の
［具体的な提案］はいずれも具体的に感じませんでしたし、建て替えないとできない事は少ないように感じました。公民館を充実させるのであれば防災を意識した別のプランがいいと思
います。昨年の台風で狛江市の防災対策にかなり強い不安を感じました。安心安全な街を目指すのであれば市民センターより防災の優先度が高いと感じます。今あるものを大事に活
用し最大限に価値を高めていくことに知恵を出し合うことも市の文化レベルの活性化につながるのではないでしょうか。幼い頃から学生、の頃公民館も図書館もよく利用しました。社会人
になっても図書館は好きでした。小さい所から大きな所、古いところから新しいところ様々です。新しくても居心地の悪いところ古いところでもすごくいい所もあります。居心地の良さが一番
大切ではないかと思います。それは建て替えや改修では得られないものです。その為問４と問５は「どちらでもいい」とさせて頂きました。皆さんが新しくされたいというのであれば募金を募る
のはいかがでしょう。自治体独自の法定外税を定めてみる、とか。←反対が多ければいらないのでは？　限られた予算の中で集約されるのは困難も多いかと思います　一個人の考えです
がせっかくなので案として見ていただければ幸いです。乱筆乱文で失礼しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
どちらもほとんど利用していないので何とも言えませんが、市民が利用しやすい、ひらけた場所であって欲しい。利用したいと思える様な素敵な企画があったら、もっとＰＲして欲しい。料理
教室などありませんか？　あれば利用したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
増築・改築でなく、新しい現代に合った建物にして下さい。設備・使い勝手が悪いのを直すのでなく、使いやすい・無駄のない新しい市民センターにして下さい。夢と希望の施設に！　※
福祉・教育費を切り詰めても、最終的には、福祉・教育のためになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館、図書館の利用者が多いことは、狛江市の文化のバロメーターになるのではと思われます。公民館、図書館に加えて地域センターの設備に、予算がまわるような政策を望みま
す。よろこんで納税致します。返送を失念しておりました　遅れてすみません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．その他意見
住みやすい街　魅力のある街づくりにするためには年寄りだけでなく子育て世代にも夢のある場作りが（コミュニティの作れる）大切ではないかと思います。

私は６０才代ですが、市民センターは、将来の可能性をたくさん持っている子供たちのために充実してほしいと思います。現状の図書館は、古くてカビ臭がして、そこで過した時の健康に
ついて心配です。又、公民館も清潔とは思えないほど古いです。全部建て替えて、健康に利用できるようにしてほしいです。これは、高歳者よりも、子供たちのために、よい環境で利用で
きるようにしていただきたいということで、優先すべきは、“子供たち”だと思います。たくさん人生を生きてきた年よりの人間のためではなくこれから生きる幼い子たちのためにお願いします。

①中央図書館は、ぜひもっと充実させてほしい。府中の中央図書館や、藤沢の総合市民図書館が理想。（人口規模が違うので、難しいかもしれませんが。）正直、初めて見たとき、
「地区図書館？」と目を疑いました。でも、本を借りたり時々していますし、知人の話では、都内から厚木に通勤している人が、狛江でわざわざ途中下車して中央図書館に寄るとのこと
で、「あの古い感じが落ちつく」のだそうです。そんな意見もあるので、悪いことばかりでもないかもしれません。　②新聞が切り取られていたり、調査室（でしたっけ。机が少し置いてある部
屋）の雰囲気が暗いのが気になります。入りづらいし、落ちつかない。だから切り取られてしまったりするのだと思います。（悪い人が入って悪事を働きやすい雰囲気があるのでは。）（資
料２ページ、平面図を見ての感想）　③地下１階があることは全く知りませんでした。市民ホールもあるのですね。２階があるのは知っていましたが、２階に上がったことはありません。本
当は、もっと図書館を充実させてほしいですが、公民館機能としては、人口規模を考えると、とても充実しており、ぜひ維持していただきたいと思います。（公民館のない自治体もふえてい
ますし。）複合施設というカテゴリーで考えるなら、藤沢市にあるＦプレイスが参考になるかもしれません。面積は異なるかもしれませんが、８つくらいの施設を１つにまとめており、ホールも
あります。
杉並区の区民センター（高井戸駅）のような子ども（幼児）から高齢者、家族全員が楽しめる場になれば幸いです。老人の方もテレビを見たり、食事をしたり、オセロをしたり楽しそう
でした。子連れの方も子どもと楽しそうでした。何よりも生き生きとしてました。①一時保育の後に図書館に寄れる　②図書館の後に子どもと少し座って昼食やおやつを食べれるスペース　
③一階にカフェテリア、スペースがある（広く）（テレビもあると老人は喜ぶと思います）　⑤イベント（親子イベント）などの後に座って雑談できる空間　やはり複合施設が便利で楽しい
空間になると思います。よろしくお願い致します。
他の市や区、海外ｅｔｃの上手くいっている例、（使い方建築方法も含めて）しらべてみたらよいのでは？と思います
各世代が利用しやすい環境の整備が必要であると感じます。武蔵野市の「武蔵野プレイス」のような施設があればと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④改修等に関すること
１．改修等に対する考え方に関すること

将来の子供達のために、立派な施設を残してやってほしい。
「市民の会」の提案は、持続可能でコスト面で有利と思う。一方で、狛江市だけで図書館の充実を図るのではなく、費用面から調布、世田谷等の近隣で協力し合うと更に充実するの
ではないかと思う。
狛江は小さな町ですが、とても住みやすいと思います。そして将来に向けての投資の観点から市民センターの充実は必要と考えます。
▼回答するにあたり、下記の情報がなく、判断に至りませんでした。やむなく⑦案を選んでいます。・それぞれの年間ランニングコスト－検討プランの９．にあたるのか？これもどの期間に対
する費用なのかわからずです。（増床、増冊による人件費含む）・増冊目的がいまひとつわかりませんでした。これは登録者増を目標としているのでしょうか？▼市民センターについての
意見　利用枠は通常のスタジオ（ダンス、撮影など）と同じく、１時間（もしくは３０分単位）で申込み者の方で利用時間を申請。利用時間は搬入・撤収も含める。利用・予約状
況は他の市民センター（地区センター）含めて同一ＷＥＢサイトで可視化。なぜいまの枠になっているか意味がわかりません。（固定枠の意味なし）また、申込もオンライン化するな
ど、利用以外の手続簡易化も必須です。（窓口、Ｔｅｌのみは非現実的です）現行制度は利用させたいのか、制限したいのかわかりません。▼問１０について　まず、行政のプライ
オリティーについて、市長を始めとする行政責任者の設定しているＫＧＩ、ＫＰＩがどれなのか、それを示してほしいです。こうしたアンケートも有難いのですが、現在市政権限を持つ人
間が何を重点に置いているかがわからなければ、意見するのも無駄です。公共政策のプロのお考えをお聞かせ下さい。
①人口増で、若い世代も増えているので、工期が少し長くても新しく明るいイメージの公民館を希望します。②市民の会案は図書館を地下にとの案なので反対です。地上の自然光の
入るフロアに作ってほしいです。（書庫は地下でもよいです。）③長期的に見れば２１年後の追加費用はかからないので建てかえに賛成です。
現在の市民センターは古くて暗い。狛江の街を豊かにするためには早く対応した方が良い。
・現市民センター利用者「個人及び団体」へのアンケート等は？（主要参考では…）・市内在住就学生からの市民センター「図書館、公民館」への要望等を尊重したプラン。（要望
「アンケート可」の記入は幼、保、養、小中高へ依頼し集約する）　・財政面からもクリアすべき課題は山積していると考えますが‥‥。
市民への情報発信の核にもなるし、「狛江市」の魅力の売りにもなる。狛江に住んでみたいと思わせる文化施設への“投資”は、長い目で見るとプラス。市民も誇りに思えるものに。お金だ
けに注目せず、こうしたアンケートも投資だと思う。ご苦労さまです。
外観をもっとデザイン性のあるものにしたらこれから何十年も狛江市のシンボル、魅力、自慢できるものになるのではないかと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・身の丈に合った市政運営をすべき。・入れ物を作って、使って下さい、ではなく、物がなくとも市民が考えて、住みやすい狛江市になるように、市がリーダーシップを発揮して欲しい。
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問６では、（１）を選び、問８では（３）を選んだが、そもそも前の耐震基準で造られた老朽化した建物を安全に存続させるという話だったのに、その老朽化した物の上に、元々の設
計には考慮されてなかった物を載せるというのは、“言語道断”と言わざるえないのが現状。完全な建て替え以外に選択肢はなく、また、この選択肢しか残ってないのは、建て替えを後回し
にしてきたツケであり、予算が膨れ上がったのも同じと考えられる。予算は、今はやりのクラウドファンディング形ふるさと納税で募ることを考えた方がいい。世田谷区の様な広大な面積もな
けりゃ、８０万を超える人口もない。たとえ市内全域を中規模マンションにしたとしても、市民の税金で賄うのは現実的ではない。市外へこの建て替え論争の現実を訴え、クラウドファン
ディング形ふるさと納税のシステムを構築し、建築予算へ当てるのが妥当と言える。尚、クラウドファンディング形ふるさと納税は、すでに幾つかの自治体が箱モノの建て替えでも実施した実
績があり、実施自治体へ取材、または、講習会などを開くといい。ただ、狛江市のふるさと納税の欠点としては、周辺自治体に対しての、返礼品の弱さが挙げられる。何も大阪・泉佐野
の様な事をしろとは言わないが、アイディアの乏しさが悪目立ちしている。野菜などの物産品だけでなく、引退したこまバスのバス部品なんかも面白いと思う。ただ、こまバスに充当されている
車両は２００８年式のため、引退即廃車とはならない可能性もあるが、今後５年以内には廃車になる年式のため、座席や、つり革、ヘッドライト（こまバスのヘッドライトは、ＬＥＤで
なくハロゲンのため、パーツとしての価値が高い）や、降車ボタンなど、車両が他事業者へ売却された時に交換され廃棄されやすいパーツを、返礼品の一部に加えてみても面白いのでは
ないのか。また、今回の様に、使用を限定するクラウドファンディング形では、相撲の総理大臣杯の様に、納税のネームプレートを、公民館の目に付く場所に設置したり、株主優待券の様
なタダ券を（もちろん３年とか５年の有効期限は設けて）付けるなど考えた方がいい。中途半端に５％ＯＦＦとか２０％ＯＦＦとか言わずに、一定以上の納税額寄付には、“大株
主様”だと思って、無料パスを進呈した方がいい。たとえ、そのタダ券がメルカリに出て転売されたとしても、無料をゲットするには、高額の納税が前提なのだから、問題はない。本物の株主
優待券も金券ショップに売っている訳だから、法的にも問題ないだろう。こういった優待券は、“狛江市へ来てください”とかの甘い考えではなく、高額納税への“ニンジン”だと思って、大歳に
捨てるぐらいの覚悟を持ってバラまいた方がいい。北海道や、鹿児島などの遠方の人がわざわざ来る程の魅力は無いのだから。

かなり以前からの問題が、なかなか解決に向かわないことが残念です。他にも市の問題がたくさんあるとは思いますが、市民センターの増改築、市民の声をとり入れて進めてください
工事を行うのであれば最初からきちんと行うほうが良いのでは。懐具合にも依りますが
ホテルの場合、増改築後、新館・旧館として活用しているケースをいくつも体験したが、総体的に気持ちの良いものではない。狛江市のイメージをアップさせるような思い切ったＩｄｅａが
良いと思う。自然災害等の緊急時にも対応可能なゆとりのある進歩的なものを望む。現在でも、どの部屋も使い込んだ感じがあるが、新しく①案をする迄は、後数年このまま使っていっ
て、資金的に貯まったところで一気に新築するのが良い。広場は、是非現状の広さを維持して欲しい。
・既存建物への増築は増築時と全体建替時共に人的、時間的含めコストがかかるためよほど他の案へのデメリットがない限り好ましくないと考えている。維持保全も煩雑になりがちであ
る。・市内の図書館等利用者は市庁舎の駐車場を割引で使えるようにしてほしい。
市民が集まる場所なのでしっかりした物を作ってもらいたい。
必要な機能をもっと検討するべきだと思います。
図書館は階数をふやして増築するより横のスペースを広げた方が使いやすいと思う。とてもよく図書館はつかうし、本の数が増えたらうれしいけれど、財政難になって民間委託になるくらい
なら老朽対策だけで中身は現状のままでよい。
高齢者・障害者・子どもが利用しやすい場となるような工夫・取り組みをして欲しい。
提案内容は誰もが望んでいる内容かと思います。ただし、実現するためには、高額な費用と住民調整等、デメリットの内容があると思っており、ＲＯＩ含め実現した方が良いのか疑問に
思えました。実現させることで誰が困り、どこに迷惑がかかるのでしょうか。
①「狛江市公共施設等総合管理計画」の方針通りに進めて作ったら良いと思う。狛江市の人口増加の状況を特に注目して行くべきだと思います。又将来、他の市との合併等について
も注目して行くべきです。②公民館の部屋室等を資料でみると、各地域センターなどで分担して、ひとつひとつどこかのセンターが持つとか考慮して、その分会議室の数を増やすとかしてや
れば充分、現在の状態でやっていけると考えます。（調理実習室→例、調理に使うより、輪投げをするために使用したりしている。（部屋が借りられなかったので調理室まで借りて使用
している例です。）、美術工芸室、視聴覚室、子供室など―）
１．「図書館」は、殆ど近くの「西河原」で済ませている。２　ＣＤ、ＤＶＤ、カセットテープ等々は、調布の「たづくり会館→６Ｆ」で利用している。たづくり会館が利用出来るので、大
変、助かっている。試聴設備もあり、又、ソフトの種類の量共豊富だ。そしてスタッフも親切だ。流石。「映画の街」。３　中央公民館に重点を置いて進めたら良い。「市民の会案」を支
持します。
申込の上限を超えている室名はあるが、たいして多くもなく多額をかけて、やる必要がわからない。これより、必要なお金を使う所があると思う。いつ行っても、すいているイメージしかないの
に本当に増築必要ですか？
建築等についてはまったくの素人ですので、良し悪い判断しかねますが、将来的に市のセンターとしてはたす役割を考え、一時しのぎ的発想はやめて検討して欲しい。その一部に図書館
充実を計って欲しいです
現状の図書館は、公民館に間借りをしているようで存在感が薄いと感じます。公民館は資料を見る限り利用者が限定されている様です。市民（国民）の知る権利を守る、また貧困
格差による学ぶ権利を保障するため図書館改修（全面的）をお願い致します。財政負担及び長期間使用不可は将来へのプラスの投資と考えます。
市の財政が苦しい時、未来をになう子供達のために使える健物は改修しながら大事に使ったらと思います。又、狭い市の広場は大切にそのまま残して、改修は必要最低限でやって欲し
いと思います　全て原資は税金なのです。
「市民センターを考える市民の会からの資料」と「資料１の４検討プランの比較」を比較すると資料１の４－②－２案に類似している。但し両者の工事費及工期をみると市民の会の
方が工事費１／２、工期１／４と安値でありこれは単にＣＬＴ木造縦増築案のみで短期・安値になっているとは考えにくい、調査の必要もあるのでは？
私達の代（１９才）になるとあまり図書館に行かないですが、小・中学生や高校生は学習しに行ったり借りたりなどあると思うので、図書館自体を無くすのは良くないと思います。お年寄
りの方もよく利用しているイメージがあります。
財源等色々大変ではあると思いますが将来のためにも建てなおすことを希望します。特に地下はカビくさく水回りも問題があると思います
当面は最少の改修、１０年も経過すれば、市民の高齢化等の変化が有り、行政需要も変化するのでは？
長い時間をかけて検討されたことが、よくわかりました。財政上の問題はあるものの、狛江市が、より魅力のあるそして住みやすい町になっていくために、公民館・図書館の充実は、急務だ
と思います。私の意見は、アンケートの回答で示しました。
市民に最も身近な公共施設は、今回思いきって周辺の自治体が羨ましがる物にして欲しい
・今はセンターの老朽化対応と若干のリノベーションをして、将来改築する必要がある本庁舎改築とその時の公共施設全体の状況を踏まえて、一体的に改築するべきと考える。・セン
ターの市民ホールを二分割できるようにし、全体または分割して使用できると良いのでは？
建物や設備が古く、使いづらい。雰囲気も暗く、積極的に利用する気になれない。コストも大切だが、長い目で見て明るく使いやすい、地域が活性化される市民センターにしてほしい。図
書館の蔵書数を増やしてほしい。
市民の文化度を上げる公民館や図書館は必要な公共施設ではあるが、収支不足が見込まれる現在、検討プラン①②案は難しいのではないか。公民館の利用料は上げるべきだと思
う。
様々な検討プランが提示されていますが、中途半端にお金をかけて手直しするより、一気に建て替えた方が将来のためだと思います。
「市民の会」の提案は実現すれば、新たな狛江のシンボルになるのではないか。また狛江市の防災拠点としての役割も考える必要があるのではないか。
建て替えを前堤にしたアンケートですか？利用者はそんなに多くはないのに建て替え、増・改築は必要ないと思います。
公民館の存在意義が不明です。わざわざお金をかけた結果何かメリットあるのですか？図書館を充実させたり、自習スペースを設ける方がよほど市民（特に若者たち）にメリットがあり、
将来のためになると思います。今の公民館は市民に開かれた場ではなく、ごく一部の人の溜まり場にしか思えません。
・市民の会の提案以降３年以上経っているのはなぜか？　・市民の会の提案は重視しなくてよいのか？　協定の改定では、その案の取り扱いが決まっているのか？無視してもよいのか？　
・西河原図書館の蔵書が古いので大幅な入れかえを希望する。（中央図書館はそれなりに充実していると思うが）
使用したい魅力がない　地域センターがあるので市民センターなくてよい
安心、安全に使用できる様になれば建て替えでも改修でも、お金がかかっても、将来的に良いと思います。
岩戸地域センターが改築された時は、その建物の魅力のなさに落胆した。外観はまるで診療所そのもので、今でもそうとしか見えない。もう少し魅力的なものにできなかったのだろうか。市
内で小さなコンペで募ってもいいと思う。市民センターを改修の際にはランドマークとはいかなくても、建築的にも納得できるものがいいと思う。余談ではあるが、イルミネーションも趣味が悪い
と思う。色使いが品がないというかセンスが悪い。もう少し狛江という街を魅力的なものにしようという意識が低い。エコルマに入れる店舗なども同じ思いだ。その店によってイメージダウンにな
る場合を考えてもらいたい。これは管轄外だとは思うが。人も魅力のない街からは出て行ってしまう。
市民センター→（公民館＋図書館）とすることで、場所が不足しているなら、図書館を別にして大きくして使いやすい施設にしてはどうか？子どもが集まれたり、あそべたり、くつろいだり、
小学生だけでなく中高大生の使いやすい図書館が１つくらいほしいものです。公民館は、他のエリアの（渋谷や代々木あたり）を入ってみたことがありますが、それぞれ特色もあり、きれい
で使いやすかった。民間を参入させやすくするとか、（成城ホールのように金がくをかえて？）地域外の人も使えるとか、いろんな面で集（客）人を考えてもよいのでは？　一番の改修の
メリットは、きれいであり使いやすいことで居心地の良い場所が市民にとって増えることです。今まで使っている人だけでなく、新しく何かやりたい人のために、ひろく開かれた場所であることを
願います。又、箱物だけでなく、人や活動や組織などの支援が並行して行うことが必要かと感じます。
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地下は特にニオイが気になります。が、利用者数や実用性など考えて取り組んでいただきたいです。一部の人の利益になるような改修は望みません。資料を持ち込んで良い自習室など
新設してくれると嬉しいです。

狭い市内に公民館が点在しているが、集約しても良いのでは。小規模集会の目的のみなら、マンションの間借り程度の規模の公民館で良いのでは。もちろん市内に１箇所、拠点になる
ような大きめの共有施設があると良いと思うが、複数の施設を維持するニーズ、採算があるのかな、と思います。図書館については、もっと充実してほしいです。（蔵書、スペース）

今の改修費用だけでなく、４０年後、６０年後の改修費用も含めて考えた方がよいと思う。
・春、秋の展示発表をよく見に行くが、パネルや照明などの備品←（展示ケースも暗くきたない。）が古く、室内自体も古く、これでは展示品が良くても環境が今ひとつパッとしないので、
セミプロ級以上の人には気の毒…と思っている。・図書館の蔵書が魅力薄。借りたい本がほとんどないので、川崎市や世田谷区で借りる事が多かった。自治体間での貸し借り（？）も
利用した事があるが、何だかめんどうでネットで買うようになった。（もちろん新宿などの書店にも行くが）狛江市内に限らず、町から書店が消えていくのを淋しく思っているが、図書館はなく
ならない。本を読む人が減り（私自身も本の虫・中毒？だったが最近はそうでもない。スマホのせいか？）せっかく存続している図書館が頑張らないと、ますます足が遠のく。中央図書館
は、どこよりも暗い雰囲気。エントランスも狭く、本の見せ方も工夫ゼロ。蔵書は古く、時代遅れ。（もちろん良書は古くても時代にマッチしていなくても置いておいて欲しいが。）図書館と
公民館は役割が異なるのだから、無理に「同じ敷地で改修」にこだわらなくても良いのでは？少し離れてしまっても、「長く使える魅力的なハコ」を建てた方が、文化的で、市民の知的活
動を促進出来るはず。（時間もお金もかかるでしょうが…長い目で見れば市民に還元出来ると思う）※市民の会が頑張っているようだが（ＨＰも見ました）「えっ？まだこの段階？」と
驚いた。５００万円かけてこれから調査ですか…あと何年かかれば改修に着手出来るのか？と不安になる。（結果がどうであれ、調査→再検討でまたひともんちゃくありそう）市民の会
の提出した案が不可だった場合、会から次の案が出てくるのを待たず（これ以上こだわって欲しくない）、市がＢＥＳＴと思う案で早く進めて頂きたい。増築で市民広場が狭くなり、盆
踊りやフリーマーケットが出来なくなるとあったが、こうしたイベントは駅前の三角地で開催可能。駐輪スペースが確保出来ればＧＯ出来そう。（②－１案）　もし大胆な路線変更が可
能なら、駅前の三角地に図書館を移転・新築すれば、ちょっとした町おこしになりそうです。図書館にテラス付きのオシャレなカフェなど併設、さらに可能なら、館内にフリースペースを設けて
滞在時間を長く、まったり空間に。メリット①狛江駅からの会社帰り、学校帰りの人が立ち寄り易くなる（市役所の方まで行くのが、少々めんどうな人が来るようになる。）②弁財天池緑
地、駅前噴水と一体化した木の温もりを感じる建物にすれば狛江駅前のイメージＵＰ、集客につなげる。意識の高い子連れ、働き盛りの若い人たちが来たくなる。③緑地・噴水広場・
図書館＋αを一体化したイベントが企画出来れば、狛江市のアピール効果大。緑地の開放日に合わせるとｂｅｔｔｅｒ。④市民センターは現在地で改修なり新築、増築なり自由
度が高くなる。どちらも実際に、使っている方とそうでない方とで意見が分かれるのではないかと思います。改修工事を行ったことで利用者が便利でより快適に過ごせるようになる事よりは、利用していない
方が利用する機会が増えることが、本来の地域のコミュニティとしていい気がします。
市民センター増改築は工事期間が長く掛っても工事費が多少多くても市民が喜ぶ市民センターを作って下さい。
市民が利用しやすい施設や設備が充実している事はとても良い事だと思います。ですが、限られた財源でやりくりするには市民が利用しやすい施設や設備が充実している事は優先度は
低いかと思います。まずは、災害時に問題なく利用できる建物であること。（それは、問題ないと判明しているとの事なので、今回はこのまま建て替えなしで良いかと思います。）その分、
そのお金で、子供達の居場所を作って欲しいです。特に、小学校下校後、共働きの親の場合、子供が家で１人になってしまうため、学童等の設備金にあてて欲しいです。
現状は財政状況が厳しいが将来情勢が変わった時に対処すれば良いと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
億単位での費用をかけ、建て替えるものではないとも思いますが、建て替え必要ならば事前より（市民全員に）告知し少なくとも数年単位での計画であって欲しいです。またどうせなら
市の目玉になる様な「クマケンゴ」の様な木の建物が良いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央公民館は駅が近く利用したいと思っていても、①古い②利用者数が多く、団体での部屋が取りにくい。などの理由で敬遠していました。市民の会の案を検証して、今までの建物を活
かして工期が短く改修できれば、若い人たちも利用し、狛江の印象が良くなると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民の会案はじっくり検討してみる価値はあると思います。安易に民間委託など考えないで、市直営で責任ある運営をしていただきたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
そもそも、既存建物を残した増築では、いずれ老朽化が進み維持／建替にまたお金がかかる。やるなら建替がよい。もう１つ、庁舎改築に関する情報がなくこのままの敷地で建ててよい
のか判断がつかない。広場の使い方にも記述がなく、これだけで判断を求めるのは無理があるのではないか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館は災害時にも避難所等として活用してほしい。図書館については本の数を増やしてほしい。全ては財政的に出来るのかによりますが、②－２など中途半端なものだと後々余計に
手がかかりそうな気がします。図書館閉鎖中は、分散して小規模でもよいので仮の図書館があるとうれしいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建物が古いなとは思いますが、特に不便とは思いません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市役所と隣接しているので、長期的な一体整備を視野入れた考え方が良いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館は別建にて検討頂ければと存じます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館は市民の活動、図書館は活用と両施設共に重要です。金銭的問題は当然ありますが、建物だけでなく投資効果のある設備の充実も忘れないで下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
狛江市の財政状況および財源を鑑みると多くの充実は望めないが、市民の利用率が低い施設を補強するだけの工事をするくらいなら、しないほうがよいと思う。本当に市民に必要な機
能やスペースを兼ね備えた市民センターであってほしい　防災面の観点より、木造より鉄骨造の方が望ましいと思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
資料を見ると利用者も少なく、そこまでお金をかけて改修する必要があるのかと思う。都市整備をしっかりし、人口をどう増やしていくか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同程度の規模の都市の中で蔵書数が最低というのは大いに気になるところであります。建て替えることに反対ではありませんが、ＳＤＧｓを念頭に置いて後世に負担をなるべく少なくす
べきと思います。図書館はクラウドを使うとか、将来を見据えた方法を考えてはどうかと思います。狛江市の限られたスペースでは、蔵書を多く持つのは無理でしょうからちょっと進んだ方向
を模索するのも一考かと思います。ここしばらく全く図書館を利用していませんので、現状がよくわからず適切な回答ができませんでした。他の地区からも羨望の目で見られるようないい市
民センターができますよう切に祈っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建替え費用（６６年後）を考えると、維持費とか深く考える必要があり、むずかしいアンケートでした。もっとデータが必要かも。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
家族がほぼ毎日公民館、図書館を利用しています。現状に充分満足とは言い切れませんが、厳しい財政状況の中、改築等を優先する必要性は感じません。更に、家族がほぼ毎日
利用している現状から、使用できない期間が発生する案は特に反対です。　　　
いずれ市役所の建替えなどの時期が来た時に併せて検討すれば良いのでは！　このままでは庁舎がつぎはぎだらけになってしまうのでは？！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今は、中央公民館の使用はしていないので、アンケートに出すのは申し訳ないと思いますが、大分古くなっていると思いますので、新しくした方がいいと思います。災害時も、市民が来て
も、困らない設備もあったらいいですね。前に本を借りた時、ベトベトしたのがいやでそれいらい借りなくなりました。今の市役所は、窓口で教えて下さるので行きやすくていいですね。ありがと
うございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政が健全と云える状況ではない中、一部の利用者しか利用していない施設に対し、財源を投入すべきではないと考える。老朽化が問題であれば、施設を解体し、広場にすべき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
老朽化や使い勝手の向上の為に１７億～３９億が必要と言っても、企業の一般常識で言えば、とてつもない投資でコスト・メリットが合わない。市民センターが本来担うべきで、実現
できていない課題を認識できているのか？疑問です。今の市民センターに建物以外なんの問題もないなら現状からの改修「市民の会案」が最も妥当であると判断します。市民から利用
者がなぜ少ないのか？利用者がもっと増え、“豊かなまちづくりに資するため”の投資とは何なのか良く議論していただきたい　課題が明確になっていない、アイデア論議はその投資効果が
良くなったのか、悪くなったのか測れませんよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．改修等のハードに関すること
建て替えて市民の為の防災避難施設となる様な多機能な利用方法が出来る様な建築計画を望む。次の１００年間の機能が果せる様な建築構造を考慮する。ＣＬＴはまだ耐火
に対して完全とは思えない。現状の図書館の設計は公共建築性能の１．５倍の安全率があるのか不明。建築基準法は人の安全性の確保のみで建物の使用可能性までは保障し
ていない為。建物としては免震構造が望ましい。ＣＬＴ木造構造を使用するなら図書、資料の重要性を考えると図書館は別棟とした方が良いと思う。（ＣＬＴ／木造のもえしろ設
計では図書館機能は不可。）
図書館は自分が子供の頃からよく利用していたが、狛江の中央図書館を初めて訪れた時、年季の入り様と、蔵書の少なさに、驚きました。広く新しくなったらぜひ利用したい。公民館と
児童館も一緒にあると、子供が安全にあそべる場所ができて、利用者がさらに増える、と思う。市民が多く集まる場所なので鉄筋コンクリート造にして頂きたい。工期がかかっても、安心・
安全な場所であって欲しい。工費は建替えを考慮すれば、人口が微増なうちに負担した方がいいと思う。
木造は、火災リスクの為、やめた方が良い。災害時の受け皿不足が明らかなので、市民センターの拡充を行っていただきたい。（建て替え）　予算をつけていただきたいが、他案件の優
先課題とのバランスを考慮し中期計画を立てていただきたい。中途半端な増改築ではなく、予算としては、きちんと建て替える内容。（市民の会の要望も参考にする）
あたらしいデザインの建物に（最新のＩＴ設備をふくむ）改築して狛江市の価値向上、自慢したい町作りに貢献してほしい。次第に人口増加、税収入アップにつながり活気あふれる町
になることを期待しております。
現状の図書館は、公民館に間借りをしているようで存在感が薄いと感じます。公民館は資料を見る限り利用者が限定されている様です。市民（国民）の知る権利を守る、また貧困
格差による学ぶ権利を保障するため図書館改修（全面的）をお願い致します。財政負担及び長期間使用不可は将来へのプラスの投資と考えます。
財源等色々大変ではあると思いますが将来のためにも建てなおすことを希望します。特に地下はカビくさく水回りも問題があると思います
図書館や集会施設の増改築では、収益は見込めず、改築費用　維持費のみが増すことになると思う。藤沢市とミサワホームのＰＦＩ事業のように、介護施設　保育園などの民間収
益施設と市の公共施設を一体で整備し施設の所有権は公共に移し、民間事業者が維持管理・修繕を行うＢＴＯ方式をとればよいと思う。因みに、藤沢市のプロジェクトでは、建設
地の面積は３１０３．１２㎡　地上３階地下１階建　延べ床面積４５２９．３２㎡　整備とその後の維持管理対価として市は４１億３６６９万５９９８円支払う契約だ
そうです。
改修するのであれば、大量の地下水を排水し続ける地下２階はなくすべきだと考えます。そのためには①案の建て替えしかありません。地下はあきらめて地上４階もしくは５階建てにす
るべきです。排水する電気代もバカになりませんよ。
億単位での費用をかけ、建て替えるものではないとも思いますが、建て替え必要ならば事前より（市民全員に）告知し少なくとも数年単位での計画であって欲しいです。またどうせなら
市の目玉になる様な「クマケンゴ」の様な木の建物が良いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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金額、工期など考えると②－１案はいいのかなと思った。昨年台風の時に多摩川増水少しこわく、高い所へにげれるように４階建てなどになるのは大賛成。なので市民の会の案も５階
建てはいいと思うが、建物の上の部分が木造はイメージがつかない。あぶない気がしました。外はあくまでも鉄筋で内部を木を多く使うなら安心できそうな気はした。完全に素人意見です
が。それから、やはり今温暖化がとても問題になっているので屋上（有効活用してほしい）部分にソーラーパネルをすこしおいて電力をおさえるとかソーラーパネルと植物も多少おいて、災
害の時の屋上のにげる部分も確保しつつ、せっかくなら環境問題にもとりくめるように、建てられないのかなとも感じました。ＣＯ2削減、Ｏ2はい出。そういった意味でも前面の緑のある空
間が小さくなるのはよくない気もするが屋上に緑が増えるならカバーできる気もしますし。とにかく災害の時の避難と、温暖化も考えた建築ならばいいなと思いました。中に関して市民の会
案は地下１～２階が図書館という案でしたが彩光をとりいれられるなら地下でもいいけど、そうでないなら地下は反対だなと思いました。入口から今のまま左右にたて分割して（公民館
は残りのスペースでというかんじです。）←こんなかんじで図書館じたいはその中に階段（図書かんの入口をでて下にいくのではなく中で上下階にいけるようなつくり。）があって地下１Ｆと
１Ｆという形ならまだかんじがよさそうな気がした。今の１Ｆにある部屋の雰囲気はとてもいいと思うので地下に全部やってしまうのはもったいない気がします。あくまで彩光がとれない場合
は地下は反対という考えでした。さっと見て考えたので１意見としておよみいただければと思います。

いつも図書館を利用しています。上和泉の公民館も利用していますが、どちらも施設の古さを感じます。公民館を趣味・教養に利用するのはいいですが、有事の際は、市民の避難場所
であってほしいのです。ですから、今後来たるその時のためには、①の全部建て替えがよいですが、費用の負担が大きいこと、その後の建替も考慮に入れて、別棟案もいいと思います。「市
民の会」案は、奇抜に感じます。リフォームとなると、建築指導はきちんとされない気もします。その後、建替になった時にムダになります。→震災後、基礎に亀裂が入ったらどうしますか　た
だ広くすれば良いだけの使い方であってはいけないと思います。有事の際のことを大切にして下さい。地区センターの数を減らすことを考えた方がいいです。図書はデータ化されれば、取りに
行く必要はなくなりますね。そういう時代がくるといいのですけれど。今、年金暮らしの方などは、豊かな日本の時のイメージでいまだ夢をみている人も多いと思います。現実、この収支では、
市民サービスすら難しいのではないですか？リフォームで部屋はパーテーション等でサイズの変更を臨機応変に出来るようにする　今、市民関連の人しか利用できないのを、別団体でも資
料等、身元をしっかり、確認して、高め料金で利用を可として、収益を上げてほしいです。市の条例で建築の宅地造成には近隣周辺住民に説明会をする必要があるのに、市の施設は
借りる事が出来ません。都市計画担当からの受領書類などで、確認して公民館の利用率を上げるなど収益を上げることを考えてみて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

建て替えをしてシンボル的な建物になることに越したことはないが、縦増築案でＣＬＴにこだわらず、木造（集成材）で縦増築しても良いのではないか。ＣＬＴは材料費が安いとは言
えず、パネルでの組み立てとなるので開口が難しいように感じる。工期が短いというメリットはあると思うが、市民が永続して使用することを考えると開口があり、光を取り入れた明るい空間
が良いと考える。公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律にある通り、森を育て、林業の再生に寄与する意味でも木造で建てることには賛成したい。森林環境譲与税
を上手く利用して木造、木質化をすべき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
狛江市の財政状況および財源を鑑みると多くの充実は望めないが、市民の利用率が低い施設を補強するだけの工事をするくらいなら、しないほうがよいと思う。本当に市民に必要な機
能やスペースを兼ね備えた市民センターであってほしい　防災面の観点より、木造より鉄骨造の方が望ましいと思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・学習室の設備を図書館にお願いします。（現在、調布市、世田谷区の図書館の施設を利用しています。）・多摩産材など地元、東京の資材をなるべく使ってほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．財政面に関すること
「市民の会」の提案は、持続可能でコスト面で有利と思う。一方で、狛江市だけで図書館の充実を図るのではなく、費用面から調布、世田谷等の近隣で協力し合うと更に充実するの
ではないかと思う。
市民高齢化に対する支出が多くなる一方ですから今回の事案は節約すべきです。
市民の税金が使われるのだから、慎重に検討していただきたいです。
・現市民センター利用者「個人及び団体」へのアンケート等は？（主要参考では…）・市内在住就学生からの市民センター「図書館、公民館」への要望等を尊重したプラン。（要望
「アンケート可」の記入は幼、保、養、小中高へ依頼し集約する）　・財政面からもクリアすべき課題は山積していると考えますが‥‥。
狛江市の財力にもよるが、どの建物も古く狭く使いづらい。もっとうまく予算をつかって少しずつでも改修していくべき。様々な施設の古さなどが市の財力をしめしみっともない。もし、建物を
全面改修するとなると市税は上がるのか？人件費をもっとへらすべき！！役所に人が多すぎる。それからもっともっと教育にお金をつかうべきです。子どもたちは宝です。未来を担うこどもた
ちにお金をかけ可能性を広げてあげることが私たち大人の役目です。
防災センターの開設、三小あおば学級の開設、教育研究所の新設等々、一部の限られた市民および行政関係者しか利用できない建物に、多額の税金を投入している。市民センター
も、然り。老朽化対策等、最低限の改修にとどめ、代わりに、防災対策、避難所の整備に税金を使用してほしい。
結果として市の財政負担は少ないにこしたことはない
問６では、（１）を選び、問８では（３）を選んだが、そもそも前の耐震基準で造られた老朽化した建物を安全に存続させるという話だったのに、その老朽化した物の上に、元々の設
計には考慮されてなかった物を載せるというのは、“言語道断”と言わざるえないのが現状。完全な建て替え以外に選択肢はなく、また、この選択肢しか残ってないのは、建て替えを後回し
にしてきたツケであり、予算が膨れ上がったのも同じと考えられる。予算は、今はやりのクラウドファンディング形ふるさと納税で募ることを考えた方がいい。世田谷区の様な広大な面積もな
けりゃ、８０万を超える人口もない。たとえ市内全域を中規模マンションにしたとしても、市民の税金で賄うのは現実的ではない。市外へこの建て替え論争の現実を訴え、クラウドファン
ディング形ふるさと納税のシステムを構築し、建築予算へ当てるのが妥当と言える。尚、クラウドファンディング形ふるさと納税は、すでに幾つかの自治体が箱モノの建て替えでも実施した実
績があり、実施自治体へ取材、または、講習会などを開くといい。ただ、狛江市のふるさと納税の欠点としては、周辺自治体に対しての、返礼品の弱さが挙げられる。何も大阪・泉佐野
の様な事をしろとは言わないが、アイディアの乏しさが悪目立ちしている。野菜などの物産品だけでなく、引退したこまバスのバス部品なんかも面白いと思う。ただ、こまバスに充当されている
車両は２００８年式のため、引退即廃車とはならない可能性もあるが、今後５年以内には廃車になる年式のため、座席や、つり革、ヘッドライト（こまバスのヘッドライトは、ＬＥＤで
なくハロゲンのため、パーツとしての価値が高い）や、降車ボタンなど、車両が他事業者へ売却された時に交換され廃棄されやすいパーツを、返礼品の一部に加えてみても面白いのでは
ないのか。また、今回の様に、使用を限定するクラウドファンディング形では、相撲の総理大臣杯の様に、納税のネームプレートを、公民館の目に付く場所に設置したり、株主優待券の様
なタダ券を（もちろん３年とか５年の有効期限は設けて）付けるなど考えた方がいい。中途半端に５％ＯＦＦとか２０％ＯＦＦとか言わずに、一定以上の納税額寄付には、“大株
主様”だと思って、無料パスを進呈した方がいい。たとえ、そのタダ券がメルカリに出て転売されたとしても、無料をゲットするには、高額の納税が前提なのだから、問題はない。本物の株主
優待券も金券ショップに売っている訳だから、法的にも問題ないだろう。こういった優待券は、“狛江市へ来てください”とかの甘い考えではなく、高額納税への“ニンジン”だと思って、大歳に
捨てるぐらいの覚悟を持ってバラまいた方がいい。北海道や、鹿児島などの遠方の人がわざわざ来る程の魅力は無いのだから。
市の財政状況が分からないので、多額の費用がかかる改修の是非は難しいです。但し、ハコモノへの資金注入より、ソフト、サービスへの投資が必要とされているのでは‥と思います。

木造は、火災リスクの為、やめた方が良い。災害時の受け皿不足が明らかなので、市民センターの拡充を行っていただきたい。（建て替え）　予算をつけていただきたいが、他案件の優
先課題とのバランスを考慮し中期計画を立てていただきたい。中途半端な増改築ではなく、予算としては、きちんと建て替える内容。（市民の会の要望も参考にする）
狛江市の市民センターは、古く、暗いイメージがある。使用したいとあまり思えない。狛江市は日本で２番目に小さい市で財源がない事は十分分かるが、あまりにも古臭いので改築して
ほしい。私は今は調布市の図書館を使用している。狛江市民なのに申し訳ないと思ってしまうが、本も充実しているし施設もきれいなので使おうと思ってしまう。例えば、市の議員数を削
減するなどして財源を確保したらいいのではないかと感じる。
市民センター改修にコストを多くかけないでほしい！！
・市民センターは、古いと思いますので財政が大変ならふるさと納税ｅｔｃ寄付ｅｔｃを利用したら良いと思います。・これからも水災害、子どもの貧困ｅｔｃ格差が広がっています。
昔のように人に対して思いやりのある方が少なく、政府にしても自分の事ばかり考える人が多いように思います。・せめて行政がしっかりしていればおのずと市民生活も良い方向に行くので
はないでしょうか？そのためにもしっかりした建物があったら良いと思います。※ボランティアで子供、大人の食事作りを手伝っていますが申し訳ありませんが調布や三鷹に比べて差異があり
とてもかなしくなります。
参考資料の「今後の見直し」にもあるとおり、公共施設は、時代の変化に伴い、その時の需要に合った用途への変更や複合化を行う必要があると考えます。また、公共施設は災害時の
避難場所ともなるため、建て替え、増築をするのであれば、安全性を第一に考えるべきと思います。今後、図書館も電子貸出サービスなどのニーズが増えてくると思います。その際に図書
館の縮小から、その時のニーズに合った利用変更ができるような施設になればと思います。財政逼迫の中、すべてのニーズを叶えるかは難しいと思いますが、様々な方法をご検討し、ベス
トな方法を見つけて下さい。
公民館、図書館に血税を１円でも使っては、ならない。特に中央図書館はタチが悪く、「お金がないのうん」の髪長オバケら、働かない税金泥棒が多い。ではおまえが辞めよ、さすればお
金が出るよ、と、怒りがわく。インターネットも使わせず、大きな腹をして座ったきりで、図書館員ほどラクな仕事はない。万が一、図書館を造りなおすと言うのならまず図書館員の半数は辞
めさせるべき。さもないとハラがたって仕方がない。血税を守れ！！

中央公民館は災害時の避難場所としての利用を考えると、個室を増やし、仕切りやすい構造にする、（ペット同行避難時に備え、疾病のある高齢者、障がい者など）などを検討され
た改修案なのかがわからないので、金額による判断です。調理室に関しては今後はもっと子ども食堂などの利用が多くなると思われるので予約がとりやすくなると良いと思います。図書館に
関しては蔵書を増やさなくても東京都図書館横断検索などの利用をもっと勧めてはいかがだろうか？市内の図書館でも何冊も同じ本がありピークをすぎると利用されないことが多いので。

建てかえをしてほしいが税金が上がるなら、老朽化対応のみで十分です
工事費が大変かかる為最小限の経費で工事をしてもしい。
市民の会のＣＬＴ縦増築案は、低コストと言いながら２０億円もかかるし、前例のない工法なので、心配だと思います。５００万円の追加調査は、ムダなことだと思いますので、やめて
いただきたいと思います。厳しい財政状況ですので、計画的にしていただきたいと思います。
改修すべきだとは思うが、狛江市の財政を考慮すると、どのようにしたらよいのか判断に迷っています。
・市民センターを利用した事がない為、意見など特にないですが住民税を引き上げられたくないので低コスト重視でお願いしたい。
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予算があるので、市民センターがよくなるのはすごくよいが、防災問題を最優先した方がよい。お金が足りているなら市民センター改修をすればどうか？市民センター内に休けい場所がほし
い。お茶、おにぎり　サンドウィッチなどのきれいな軽食をとれるスペースがあるとよい。テーブル、イスだけでよい　雨の日に利用できるスペースがほしい。お天気の時は、公園があるので。

多くの施設が充実するのは喜ばしいことですが、まず念頭に置かなければならない事は、財政状況です。最小限の予算の中での充実をお願いしたいです。
お金のかからない方法でお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コストをおさえた形で安全性が保たれる最低限の改修で良いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
そんなに予算があるんですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
箱物に大金を注ぎ込んで借金まみれの赤字財政では困る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民の血税を使って、市民が使いやすい施設にしていく為になるべくコストをかけず、工期も短く‥‥を選びました。広場が半分になるのは仕方なしと考えます。自転車置場として利用し
ているだけで特にあの広さが必要と思いません。楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人口の多い近隣市と協力依頼等を計画しなるべくコストのかからない方法を考えられないでしょうか建物のメンテナンスにかけることはさけるよう希望します。調布とか世田谷を利用する隣
接の市との協力を求める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市の財政を考え、身の丈にあったプランで実施して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
将来世代に「ツケ」を残さないように、できるだけ既存の建物を活用し、費用を低減できるプランとしてほしいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
費用を充分考えて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館の充実よりもカフェ併設の本屋さんを誘致するなどの税負担の少ない方法を検討して頂きたい。（オフィスシェア等も含め）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．その他別機能（災害等）に関すること
建て替えて市民の為の防災避難施設となる様な多機能な利用方法が出来る様な建築計画を望む。次の１００年間の機能が果せる様な建築構造を考慮する。ＣＬＴはまだ耐火
に対して完全とは思えない。現状の図書館の設計は公共建築性能の１．５倍の安全率があるのか不明。建築基準法は人の安全性の確保のみで建物の使用可能性までは保障し
ていない為。建物としては免震構造が望ましい。ＣＬＴ木造構造を使用するなら図書、資料の重要性を考えると図書館は別棟とした方が良いと思う。（ＣＬＴ／木造のもえしろ設
計では図書館機能は不可。）
納税を１番している世代が利用に１番離れていると思う。それでも①案を選択しました。公民館、図書館ではあるが、災害時に避難所や入浴や、トイレの一時利用に対応できるような
多目的施設にはならないだろうか。そのために税金を利用して頂きたい。増改築して、つぎはぎのような施設では先が思いやられます。
他の市町村の市民センター等の成功例等があれば参考にすべき。災害時の避難所等にすべき部分も考慮し、改修が行われるとよいと思います。
・蔵書の電子化・ＩＴ化　・他区市との図書や貸出室の連携　・カフェ常設、長時間自習室の有料化等による収入源確保　・災害時の避難スペースと使用できるように
台風など災害時の避難場所にもなる、施設が良い。小さな子供や小学生以下の子連れで避難する家族は公民館・中央図書館に避難できるようにして、子供に図書館を開放して欲
しい。どうせ改修するのであればプラスの付加価値のある施設にして欲しいです。（避難場所や学童保育など）昨年の台風で避難したい人に対して受け入れる避難場所が足りなかった
ので、今後市の建物を改修や新築する際は全て避難場所機能も意識したものにした方がよいと思います。避難所も小学生以下の子連れとそれ以外の家族の避難所を別々にするなど
工夫をした方がよいと思います。
最近増築した防災センターは有効活用しているのか？→台風災害時有効に機能したのか？…　今後１０年、２０年の市運営に必要な規模は？（人、モノ、金…）　それらを総合
的に検討した上での公民館、図書館の検討かと思います。
多摩川に近い地域なので建物は防災に対する点を第１に考えるべき。
２０１９年１０月の台風１９号で経験したことを思い出して下さい。公民館・図書館という単一的な視点ではなく、市民の生命・財産を守る災害時の避難所という点でも、トータル
で検討して頂き、高い建物、頑強な建物のない狛江市に税金使って建てる重要な箱物として、もっと深い考えを持って頂きたく心よりお願い申し上げます。
ホテルの場合、増改築後、新館・旧館として活用しているケースをいくつも体験したが、総体的に気持ちの良いものではない。狛江市のイメージをアップさせるような思い切ったＩｄｅａが
良いと思う。自然災害等の緊急時にも対応可能なゆとりのある進歩的なものを望む。現在でも、どの部屋も使い込んだ感じがあるが、新しく①案をする迄は、後数年このまま使っていっ
て、資金的に貯まったところで一気に新築するのが良い。広場は、是非現状の広さを維持して欲しい。
玄関に入ったところからうす暗く陰気くさいと思います。多摩市のこれは地域センターにあたると思いますが、唐木田コミュニティセンターは、太陽光などとり入れ、カフェ、図書館、児童館、
和室（鏡付）、音楽室（防音）、小ホールととても充実しています　月３回利用していますが狛江にもこういう公民館があったらと思っています。また昨年の台風で避難所も足りてない
ことがわかりました。上に高くして、いざというとき避難所の役割もはたせるような場所であったらと思います。
市民センターが、各々、市民がどのように利用する事が可能なのか、情報発信が不足している。又、市民センターを防災に活用する視点が必要と考える。
大災害時の避難所として活用することを考えて改修したら良いと思います。
災害時のことも考えてください。避難所になるでしょうし、浸水、水没の危険はどうでしょうか。（地下１、２階の図書や、電気設備など）よりよいセンターとなることを願っています。
・耐震性に問題がなければ改修は不要と思います。
問１０で「優先して取り組むべきではない」を選択しましたが、これらの施設が災害時の避難所など防災に役立つのであれば、積極的に取り組むべきと考えます。
台風１９号の際に、ペットが可能な避難所（市内で１ヶ所）として人生初の経験をしました。地下が災害時に利用されるのは、不安で、ペット連れの避難のむずかしさを痛感しまし
た。これからは災害に対応できるスペースを第一に、取り組んでほしい。多様性の可能な貸出室や広場。駐輪・駐車場のスペースも忘れずに！

昨年の台風による多摩川の増水時に市民の避難に円滑に対応できなかったこと、今後高い確率で発生が予測されている首都直下型地震への対応といったことを考えた時、中央公民
館はもとより図書館についても対応機能を持たせるなどの方針が重要ではないか。いただいたアンケートにはそのような視点での検討が不十分で回答をさし控えた箇所がありました。

参考資料の「今後の見直し」にもあるとおり、公共施設は、時代の変化に伴い、その時の需要に合った用途への変更や複合化を行う必要があると考えます。また、公共施設は災害時の
避難場所ともなるため、建て替え、増築をするのであれば、安全性を第一に考えるべきと思います。今後、図書館も電子貸出サービスなどのニーズが増えてくると思います。その際に図書
館の縮小から、その時のニーズに合った利用変更ができるような施設になればと思います。財政逼迫の中、すべてのニーズを叶えるかは難しいと思いますが、様々な方法をご検討し、ベス
トな方法を見つけて下さい。
安心して住める為にも、震災、台風などの天災時の市民の避難所を、重要視した、公民館を作ってほしい。高齢者が多い市でもあるので、高齢の方が安心できる、充実した、避難所に
もなるスペースや、ベットＥｔｃもあると良いと思います。（棚や机が災害時には、ベットとして使えるなどデザインより機能性を重要視してほしい）
避難所としても使えるよう、広くしてほしい。
改修するなら洪水への対応も必要
費用をかけて建てかえるのなら市民センターとしての場所のみでなく、災害（地震、水害等）の避難所としての機能も供えた多方面に利用できる建物が必要だと思います。市民にとっ
て、そういった場所は、市内に少ないのではないでしょうか？
今後３０年の建替え費用を少なくできるように長期的視点で建て替えが望ましいと考えました。災害時の避難場所として使えるように公民館の拡充を検討して欲しいです。図書館の
蔵書数が少ないので市外の図書館を利用することもあるので蔵書を増やして欲しいです。高齢者や体の不自由な方でも気軽に利用し易い施設や設備にして頂けたら良いのではないか
と思います。
「市民の会」の提案は実現すれば、新たな狛江のシンボルになるのではないか。また狛江市の防災拠点としての役割も考える必要があるのではないか。
安心して住めるよう、震災・台風などの天災時の市民の避難所を重要視した公民館を作ってほしいです。高齢者や、体の不自由な方も安心して避難出来るような、公民館を…デザイ
ンより機能性を重視してほしい。棚や机が災害時には、ベッドとして使えるなど工夫をこらした公民館をおねがいしたい。
自然災害を含む緊急事態への市民が避難する避難所としての機能も同時に持たせることを希望します。
・図書館、会議室等の充実は必要と考えるが、身の丈にあった物にするべき。・高層構造物に建て替え、非常時の避難場所として使用する。・老朽化集合住宅、木密地域再開発の
建て替えの際に賃貸物件として提供する事も勘案できるのでは。
例えば災害があった時などにも対応が出来るようにしてほしい。
災害対応を意識した改修であればどのような形でも良いと個人的に考えます。日頃の使い方も大事（快適に使える、利用しやすい等）だが、いざという時に頼りにならなければ意味が
ないと思います。いろんな意味で市民の拠り所となってほしいです。
災害時の避難場所を確保した方が良いと思います。図書館より公民館少しでも上にした方が良いと思います。
現在の建物は古くて暗いです。ここ数年地震・台風等自然災害が多いので市民が安心して逃げこめる場所であってほしく財政さえよければ新築にこした事はないと思います。そして最近
孤独死が多いです。人と人がふれあうことが出来る温かな場所。子供と老人（地域住民）がふれあえるそんな場所であることが理想です。
災害時により多くの人が安全に利用（避難所）やボランティアセンターとして機能できる場として費用をかけて欲しい。市民センターとは別問題だが、市民に備蓄をよびかけてほしい。多
摩川はん乱の際は市役所も浸水するかもしれないので、代替の建物を選定する場合には高台または水害に強い場所を検討していただきたいです。市役所前広場は災害時に車両が
出入りしやすいように、外周の壁を少なくすべきではないかと思います。大きな樹木は市役所の顔にもなっていて、できれば残したいですが。
・高齢者、障害者（児）にも利用しやすく、居心地の良い場になるようにしてほしい。トイレ、通路の幅、段差、エレベーター、手すり、点字案内、文字案内、空調、明るさ、コインロッ
カー、雨でも使いやすいように。・災害時に避難所になるようにしてほしい。
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市民が利用しやすい施設や設備が充実している事はとても良い事だと思います。ですが、限られた財源でやりくりするには市民が利用しやすい施設や設備が充実している事は優先度は
低いかと思います。まずは、災害時に問題なく利用できる建物であること。（それは、問題ないと判明しているとの事なので、今回はこのまま建て替えなしで良いかと思います。）その分、
そのお金で、子供達の居場所を作って欲しいです。特に、小学校下校後、共働きの親の場合、子供が家で１人になってしまうため、学童等の設備金にあてて欲しいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民の会案は、ランニングコストや耐用年数が示されておらず、比較しにくかった。いずれの案でも、昨年の台風を踏まえて、収容能力の拡大や止水板の設置など、風水害から市民や
蔵書を守れるようにしてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
どちらも災害の時などの利用が出来る様に考えてほしいのと図書館等の換気の悪さが気になることとトイレも現代に合うものにしてほしい　市の建物ですので安全・安心・清けつ、エレベー
ターや館内のスロープ等高齢化にあった建物がほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
収容人数が最大限多くなる様な、避難場所として使用できる建物になればいいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民センターを災害時の避難場所としても使用出来るように、多目的に使用出来る案も検討してもらいたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館は災害時にも避難所等として活用してほしい。図書館については本の数を増やしてほしい。全ては財政的に出来るのかによりますが、②－２など中途半端なものだと後々余計に
手がかかりそうな気がします。図書館閉鎖中は、分散して小規模でもよいので仮の図書館があるとうれしいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
古いので改築が良いと思う。今後、地震や水害が心配なので、避難所としても使えるよう設備を充実させた方が良いと思う。体育館などは若い世代、高齢者は畳のある部屋などに避難
できるように。図書館は、これからネットで読む人が増えるので、そこまで充実は必要ないと思う。子供の読みきかせなどに使う本は、あったほうがいいとは思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市の中心の建物が地震などで壊れて使用できなくなると市民はとても不安で困る。古い建物は先延ばしにせず改築してほしい。公民館と図書館の用途だけでなく避難所に代用できるよ
うに考えてほしい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今は、中央公民館の使用はしていないので、アンケートに出すのは申し訳ないと思いますが、大分古くなっていると思いますので、新しくした方がいいと思います。災害時も、市民が来て
も、困らない設備もあったらいいですね。前に本を借りた時、ベトベトしたのがいやでそれいらい借りなくなりました。今の市役所は、窓口で教えて下さるので行きやすくていいですね。ありがと
うございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５．その他
利用しないで過してきた者ですが、子供や大人の為にも、学ぶたのしい場所として、成すべきこと（必要性）を成されて下さい。お願いします。
色々な面で目先の事のみの考えで進めず、長い目で見て最良の案にして欲しい。又、狛江市の人工は年々増加しています。その事も踏まえて進めて欲しいです。大変とは思うけれど、
全住民にアンケートをお願いしても良いのではないでしょうか？？
使用できない期間を、できるだけ少なくする。（希望６ヶ月位）
・市民センターを新しくするのはいいですが、工事中も今までと同じように使えるようにして欲しい。使わない期間があると使わなくなってしまう。・図書館は建てかえよりも使いやすくして欲し
い。本を返すポストが２４時間ではないので朝通勤途中に本を返せず不便です。せめて６時から返せるようにして欲しい。・お金をかけて大きく新しくせずとも使いやすくしていただければ
充分です。みんなが楽しく使えるイベントや企画を今まで同様していただきたいです。
年令・立場（主婦・働いている人など）できるだけ公平に意見をとっていただけるようアイディアをまとめる方法をさぐっていただければと思います。でも市民のうち一部でもアンケートをとって
いただけるのはすごいと思います。お疲れ様です。
全く利用する機会が無かった為、何とも言い難いのですが、資金的にどちらか片方のみの改修であれば中央公民館の方を優先した方が良いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供がいるので、図書館はよく利用します。そして成長と共に公民館の利用も増えると思います。なので使用できない期間が長いのは寂しいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公民館は災害時にも避難所等として活用してほしい。図書館については本の数を増やしてほしい。全ては財政的に出来るのかによりますが、②－２など中途半端なものだと後々余計に
手がかかりそうな気がします。図書館閉鎖中は、分散して小規模でもよいので仮の図書館があるとうれしいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事にかかる日数が、出来るだけ短い方が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
家族がほぼ毎日公民館、図書館を利用しています。現状に充分満足とは言い切れませんが、厳しい財政状況の中、改築等を優先する必要性は感じません。更に、家族がほぼ毎日
利用している現状から、使用できない期間が発生する案は特に反対です。　　　

⑤その他意見
１．市への要望

狛江市は、卓球が盛んです。土曜日の体育館では、朝６：３０頃から、高齢者の方が並んでいます。健康寿命を長くすることに役立っている卓球ができる施設にして下さい。
福祉や地域振興を優先してほしい
普段、あまり利用することなく生活していますが、なにかタイミングがあれば利用してみたいと思ってました。地域のコミュニケーションも取れたらなと。どんな催し物が行なわれているのかもっと
知れると助かります。
▼回答するにあたり、下記の情報がなく、判断に至りませんでした。やむなく⑦案を選んでいます。・それぞれの年間ランニングコスト－検討プランの９．にあたるのか？これもどの期間に対
する費用なのかわからずです。（増床、増冊による人件費含む）・増冊目的がいまひとつわかりませんでした。これは登録者増を目標としているのでしょうか？▼市民センターについての
意見　利用枠は通常のスタジオ（ダンス、撮影など）と同じく、１時間（もしくは３０分単位）で申込み者の方で利用時間を申請。利用時間は搬入・撤収も含める。利用・予約状
況は他の市民センター（地区センター）含めて同一ＷＥＢサイトで可視化。なぜいまの枠になっているか意味がわかりません。（固定枠の意味なし）また、申込もオンライン化するな
ど、利用以外の手続簡易化も必須です。（窓口、Ｔｅｌのみは非現実的です）現行制度は利用させたいのか、制限したいのかわかりません。▼問１０について　まず、行政のプライ
オリティーについて、市長を始めとする行政責任者の設定しているＫＧＩ、ＫＰＩがどれなのか、それを示してほしいです。こうしたアンケートも有難いのですが、現在市政権限を持つ人
間が何を重点に置いているかがわからなければ、意見するのも無駄です。公共政策のプロのお考えをお聞かせ下さい。
狛江市の財力にもよるが、どの建物も古く狭く使いづらい。もっとうまく予算をつかって少しずつでも改修していくべき。様々な施設の古さなどが市の財力をしめしみっともない。もし、建物を
全面改修するとなると市税は上がるのか？人件費をもっとへらすべき！！役所に人が多すぎる。それからもっともっと教育にお金をつかうべきです。子どもたちは宝です。未来を担うこどもた
ちにお金をかけ可能性を広げてあげることが私たち大人の役目です。
地域住民からどの程度改修についてニーズが分からないが、優先的に着手しなければならない課題とは思わない。周辺の自治体と比べ、行政サービス（子育て世代へ支援等）が充実
していないと声が出ていると思うため、優先順位を考えて市の政策を検討してもらいたい。
敷地内への入口の方向を再検討して欲しい。現状の市役所入口のみでは不自由に感じることがある。その他、駐輪場の充分な確保をお願いしたい。
私は既に今年９２才の老域に達しておりますが７０年余りの間専ら公害防止プラントの設計製作にたずさわって参りました。未だ狛江に引越して参りまして未だ僅か５年余りですので
若い方々とは知り合いもありますが同年輩の方々と殆ど付き合いもありません。大体同年代の方々は高等教育を受けた方は少ない様です。公害問題は今では世界的な課題となってお
りますが今までに海外からの要請を受けて訪問した国の数は既に７０ヶ国に及んで居りその度の訪問は疲れますので今では米国、ドイツならびに南アフリカ、台湾、韓国を含め５ヶ国に
技術提携契約を行い海外出張の回数を減らしております。それでも今では主として東南アジアからの要請が多く現在はインドネシアのスラバヤにてフェロシリコンの生産工場を創設するの
でその集塵装置建設の内示を得ております。たヾし小生も公民センターが有る事は知っておりましたが図書館が有る事は知りませんでした。この図書館には公害対策の技術書などは保
有しているのでしょうか？この点も調べ、もし有るのでしたら訪問してみたいと思います　以上
確かに現在の図書館の状況は近隣市町村や区の図書館と比較するとヒドイ。一度行ったきりだが、老人ばかりで若い人はいなかったし、蔵書類も少ない。しかしいつもは大学や世田谷
の図書館を利用しているので特に不便さは感じない。建て替えより社会保障を充実するほうへ予算を使ってほしい。公民館は利用する機会がないので関心がない。
２０１９年の台風１９号による水害を考えると、優先すべきは防災対策と思う。
館内での大きな私語が目立つ。→ケイリン・ケイバ等（集中出来ない）　狛江市の歴史がもっと知りたい。
公園のアンケートでも回答したが、改善するのは良いが、それを維持、問題点があればすぐに対応してほしい。（公園のあれた様子や遊具がなかなか修理されない現状を見て）又、市
民に対し、平等に早目に対応してほしい。
便利になることはうれしいが公民館は使用する人が限られるし、図書館は近隣市町村（世田谷区など）も利用できることを考えると、それよりも教育や子育て（保育園等）に予算を
あててほしい。
・早く決定し実施して望ましい。　・議員数及報酬の削減により予算は、出る。
基本的に今の広場の面積は残すべきだ。
税金を掛けて市民センターの充実を図る必要があるとは思えません。それよりも狛江市に温水プール施設を作る方が先だと思います。東京都の中で温水プールがない市区ってどれくらい
あるのでしょうか？健康増進を促進する社会環境が進んでいく中で狛江市はかなり遅れています。
広場が狭くなる事は大反対です。
市民農園を充実（数を増やす）をしてほしい
今後、市の抱える問題は、少子化による税収の減少である。そんな時に優先して考える問題でもないと思う。昨年の台風の際、避難した市民の受け入れが足りなかったという事実を早
急に考慮してほしい。
改修よりも企業誘致・商業施設誘致等町の活性化に注力して下さい。“何もない狛江市”と言われています。
岩戸地域センターが改築された時は、その建物の魅力のなさに落胆した。外観はまるで診療所そのもので、今でもそうとしか見えない。もう少し魅力的なものにできなかったのだろうか。市
内で小さなコンペで募ってもいいと思う。市民センターを改修の際にはランドマークとはいかなくても、建築的にも納得できるものがいいと思う。余談ではあるが、イルミネーションも趣味が悪い
と思う。色使いが品がないというかセンスが悪い。もう少し狛江という街を魅力的なものにしようという意識が低い。エコルマに入れる店舗なども同じ思いだ。その店によってイメージダウンにな
る場合を考えてもらいたい。これは管轄外だとは思うが。人も魅力のない街からは出て行ってしまう。
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埼玉県に住む友人が居るが「ダサイタマと云われるのは無理もない。何の特長もなく文化的要素もない」となげいていた。狛江市も絵手紙以外これといったものが見当らない　予算もあろ
うが「何か」光るものがほしい。図書館の充実もその１つと思う。
子供達が使える学習スペースを作ってほしい。改修するのも良いが学校等の施設の改修も考えてほしいです。
子育て支援（含む公園整備）に予算をあてて欲しい。
地区センターの充実も計画してほしい。６小地域の児童館や学童も検討してほしい。
地域の公民館、図書館の充実は、暮らしの満足度ＵＰの為にも重要だとは思いますが、子育て世代にとってはそれよりも子育て支援、教育環境の充実（公立小・中の設備の充実・
遊べる公園等の拡充！！）の方を優先すべきと考えます。若い世代に魅力のある街でなければ未来は無いのでは？
要らない
地域・地区センターを統廃合し、市民センターへ原資を集中させるべき。また、民間バス（小田急・京王）が充実しており、こまバスなどの一部を廃止するなど、財政全般の現実的な見
直しお願いしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
あくまでの参考としていただきたく、２，５００名へ紙で配付する必要があるのか？コピー紙だけでもコストがかかるので、ＷＥＢ活用など工夫していただきたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民が利用しやすい施設や設備が充実している事はとても良い事だと思います。ですが、限られた財源でやりくりするには市民が利用しやすい施設や設備が充実している事は優先度は
低いかと思います。まずは、災害時に問題なく利用できる建物であること。（それは、問題ないと判明しているとの事なので、今回はこのまま建て替えなしで良いかと思います。）その分、
そのお金で、子供達の居場所を作って欲しいです。特に、小学校下校後、共働きの親の場合、子供が家で１人になってしまうため、学童等の設備金にあてて欲しいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
防災センターを市民が気軽に使えるようにならないのか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民センターを新しくしたりお金をかけるのではなく、防災面に関してなどにお金を使った方がよいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
災害時避難場所および施設・食料備蓄の拡大に予算割当を強化して頂きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
どういう市民の人たちが狛江に住んで欲しいのか、という観点で考えればよいと思います。結婚しても実家の近くに戻ってくる人たちは多いです。言葉は悪いですが納税できる人達にたくさ
ん住んでもらわなければいけない。ということは、どのような策が必要なのか。子供たちの教育は、とても大事です。せっかく狛江高校がレベルが高くなってきているのですから、公立の小中が
充実していてレベルが高くなるように。自分たちの住んでいる町がこれからも豊かになるよう、協力したいと思っている狛江市民は多いと思いますよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旧四小を改築する。図書館は他市区に比べて弱すぎなので、もっと充実させて！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
予算が十分にあるのであれば、市民センターが改修されきれいで使いやすい施設になるにこしたことはないと思いますが、待機児童や教育・福祉等優先すべき課題があるのではと思うの
でそちらに予算を使った方が…と考えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民センターより各地域の地区センターをマシにしてほしい。上和泉とかボロボロでは。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
防災に対する備えが不十分です。先日の台風で強く感じました。安全第一でお願いしたい。快適よりも、命を守ることを優先すべきです。その次に文化的なことを推進願いたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今回の市民センターに対するアンケートですが、狛江に移り住んで５５年、ただの一度も利用した事がないので、御返答のしようがありません。私見としましては、地域のインフラの方に予
算をもっと廻していただければと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公民館、図書館に特化せず、リノベーションして、誰でも、自由に使用できるようなものづくり。色々な施設を分けてつくるのではなく、一体化し、親が子を、高齢者を見守りながら市民が
一つになるような建物ができたら、利用したいと思います。これからの高齢化社会でコストが高くつくのは未来の子供達の負担になってしまうと思います。・狛江市にお金が市内で運用され
るような施設も必要かと思います。お祝い事やお悔み事など、会食するような（クラス会、）場所があれば、エコルマホールのように市外の人も来る事が多くなり、発展していくのでは…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．アンケートに関すること
▼回答するにあたり、下記の情報がなく、判断に至りませんでした。やむなく⑦案を選んでいます。・それぞれの年間ランニングコスト－検討プランの９．にあたるのか？これもどの期間に対
する費用なのかわからずです。（増床、増冊による人件費含む）・増冊目的がいまひとつわかりませんでした。これは登録者増を目標としているのでしょうか？▼市民センターについての
意見　利用枠は通常のスタジオ（ダンス、撮影など）と同じく、１時間（もしくは３０分単位）で申込み者の方で利用時間を申請。利用時間は搬入・撤収も含める。利用・予約状
況は他の市民センター（地区センター）含めて同一ＷＥＢサイトで可視化。なぜいまの枠になっているか意味がわかりません。（固定枠の意味なし）また、申込もオンライン化するな
ど、利用以外の手続簡易化も必須です。（窓口、Ｔｅｌのみは非現実的です）現行制度は利用させたいのか、制限したいのかわかりません。▼問１０について　まず、行政のプライ
オリティーについて、市長を始めとする行政責任者の設定しているＫＧＩ、ＫＰＩがどれなのか、それを示してほしいです。こうしたアンケートも有難いのですが、現在市政権限を持つ人
間が何を重点に置いているかがわからなければ、意見するのも無駄です。公共政策のプロのお考えをお聞かせ下さい。
あくまでの参考としていただきたく、２，５００名へ紙で配付する必要があるのか？コピー紙だけでもコストがかかるので、ＷＥＢ活用など工夫していただきたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民への情報発信の核にもなるし、「狛江市」の魅力の売りにもなる。狛江に住んでみたいと思わせる文化施設への“投資”は、長い目で見るとプラス。市民も誇りに思えるものに。お金だ
けに注目せず、こうしたアンケートも投資だと思う。ご苦労さまです。

３．その他
申し訳ないのですが１度も利用した事が無く答えようがないのでごめんなさい。
なし
老人として、利用出来る人と、利用不可の人が居ます。若人、老人、共存して使用出来る事をかんがえる事は大事だと思います。むずかしい事ですが、おたがいのやさしさが有れば出来
ます。がんばって下さい。
特にありません。
がんばって下さい！
特になし
特になし
特にないです。がんばってください。
皆さんが気持ちよく利用出来るよう願ってます。
特になし
特になし
ご苦労様です。住み良い狛江市にするべく頑張って下さい。
特にございません。同封されました各種資料を充分参照してご回答申し上げました。
特にありません
中央公民館をたまに利用したが、全体的に暗く感じた。意見を述べる程、利用していないので余り良く解からない。市民センターを考える、市民の会の皆さん、御苦労様です　私個人的
には、何も提案する事が無く申し訳御座居ません
・特になし
特にありません
テレビを見ているとすばらしい市がしょうかいされてますよね。
駅前のロータリーの上を市役所にしたらどうですか　あと、市役所の１階にスーパーとかコンビニを入れたりしたら便利だと思います　町田市役所の１Ｆにはコンビニがあります
西和泉に住んでいるため、日常的に調布駅を利用していることもあり、狛江駅方面および、中央の施設へ行く機会がない。住んでいる地区は建て替え問題をかかえており、どうなるかわ
からず、公民館のことまで関心はない。
長野県の松本市民でしたが、不便な事だらけの比の小さい市に有っても、有難う存じます。狛江の地で有って良かったと数々思わせて頂いてます。平成８年依り利用しております。当時
から実に良く従業員の方々働いて下さってますョ。
ごめんなさい利用したことがないのでわかりません。
特になし
なし
こまやかな資料を拝見し、作成のやり方が勉強になりました。災害もあり、大変でいらっしゃることと思います。今回、利用は、私より主人が多く利用しているため、主人の意見です。ご苦
労様でございます。
なし
日中、１日中働いていれば利用する人はあまりいないのではないでしょうか。退職したら、なにか、あったら、利用したいと思います。ありがとうございました。
特になし。
申し訳ありません。利用した事が無いので何もお答えできません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正直なところ公民館も図書館も利用していませんのでよくわかりませんが充実する事は良い事だと思います。これからは機会があれば利用させていただきたいと思います。色々と問題点も
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私は不満はありません。若くてよく利用する人の意見をきいてあげて下さい。友人について、世田谷、他色々の図書館を利用しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３年前世田谷から引っ越して来たのでよい答えが書けなくて、ごめんなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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特に御座居ませんが今後とも住み良い町狛江を目差し御尽力の程宜敷くお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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市民に意見を聞いて頂けるのはとても良いと思いました。アンケートをとったからには是非反映して頂けたらと思いますし、これから他の議題についても積極的に市民の意見を聞いて頂けれ
ばと思います。又、聞いてますよ、というのをもっとアピールしてもいいかと思います。（市民センターに関する意見ではなくすみません）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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