
ＷＳご意見

市内、それぞれの地域で使いやすい場所に図書館がある
ちょっとした図書館が近くにある（地域センター等）
どこでも利用できる
市域全体に分散して、小さな規模だが図書館がある
各地域に存在している
程よく分散されている
分散している
小さな市に多くの図書館
気軽に立ち寄れる
住んでいる地域に返却できるのはラクでいい
町が小さいのに蔵書が多い気がする
中央図書館と地域の図書室を合わせると蔵書数がある（約30万冊）

蔵書構成 意外に読みたくなる本がある
電子書籍は高齢者に（実は）親和的、やさしい
電子書籍の音声読上機能は良い
電子書籍の朗読本は良く42巻借りた
図書の電子化が始まっている

空間（魅力） 落ち着く
面積 地域の図書館としての面積が合計すると約2,000㎡ある

どの図書室の担当者もていねいに対応している
司書のかたがフレンドリーでよい。ありがたい
子ども向けのおはなし会などの企画がある
児童サービスはすぐれている（お話し会やリスト作成）
10冊（たくさん）かりられる
HPから本の予約が出来る
簡単に貸出し延長が出来る
野川や中央図書館等で市内にないものは他市から取り寄せてもらえる
無料
貸出冊数が多いこと
貸出数はそこそこ

登録率 小学校高学年の登録率が高い

狛江市の新図書館を考える市民ワークショップ第1回（2021年7月11日開催）の意見
狛江市図書館の良いところ

ジャンル
市全般

利便性

蔵書数

電子書籍

施設・設備

職員の接遇

児童サービス

貸出・予約サービス

その他

利用状況
貸出冊数

立地
市全域に立地

蔵書・資料

サービス・事業
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駅近でアクセスがよい
駅から近い中央図書館
アクセスがよい（駅近、バス停前）
メインの図書館がアクセスの良い場所にあるのはいい
交通の便が良いので来やすい
アクセスがよい（自転車、パーキングあり）
立地条件がいい
アクセスがよい（市役所と一緒）
市役所の手続きや会議室利用後などに立ち寄りやすい
市役所に隣接
市の中心部にある
市の中心にあってよい。市役所のとなりもいい
市役所と隣接してて使いやすい
家の近くにあって便利（中央、西河原）
小さな街なので歩いても来られる
近い
書籍の種類が幅広く、学びが多い
一般と児童など対象のバランスが良い
子ども向けの本が比較的多く便利（幼児の家族利用）
蔵書がベストセラー系に偏っていない
ベストセラー系の図書を重複しておいていないので、スペースが無駄になっていない
電子書籍の選書
コロナ過で電子図書館という試みを始めたところ

地域資料 地域に関する図書は比較的そろっている印象
広々してる
コンパクトなので顔なじみ（窓口と）になれる
自分のような高齢者の居場所です
学習室が使い易い
小さなお子さん向けの棚は低くしつらえてあって良いと思います
子どもさん方への読み聞かせスペースは比較的早い時期から整えられていたのでは。

公民館との複合 中央公民館と一緒なのもよい
新図書館と公民館も一体の新図書館を
カウンターにいる人達の対応がていねい
職員が優しい！
貸し出しが便利
資料のコピーがとりやすくなった
他の自治体の図書館から本を借りられる（予約の場合）
季節や月間のテーマかも ていねいに作ってくれているのを感じます
行く度にかえてある特集展示が有り、思わす手に取り見たくなる

その他 子どもをつれていける。しずかになど（社会ルールをおしえる場）

中央図書館

市中心部で市役所隣
接

利便性

蔵書・資料構成

電子書籍

空間（面積等）

空間（利用のしやす
さ）

児童コーナー

サービス・事業 職員の接遇

サービス・事業

各種サービス

特集コーナー展示

立地

アクセス性・交通利
便性

蔵書・資料

施設・設備
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ＷＳご意見

各地域の図書室の集約化による拡大と効率化
狛江市の規模ならもう少し大きいのを３ヵ所くらいに集約 むしろ１コにまとめてもいいくらい
資料で見ると他自治体（東京都）との比較ですべておとっているので改善して欲しい
（良いところは）特に無い
蔵書数が少なすぎるので、蔵書数を相当に増やす
本の蔵書数とても少ないと思う
本が少ない 多摩図書館規模 自治体比下位
読みたい本が少ない
話題・新しいもの 入るのがおそい
児童書は各学校との住み分けが明確でないような気がし、一般向けの図書は小説などが多く、広い分野を
網羅していない印象
仕事に関する専門的分野の書籍が少ない
予算をつけて文庫本の冊数を相当に増やす
自然・情緒豊かな本を増やしてほしい
各図書ルームに特徴を出して欲しい（例えば書籍のタイプ、種類等）
図書の電子化 実物の本との併用蔵書増す
雑誌・新聞の種類を減らして図書購入に予算を振りかえて欲しい
銘作家の本が目立たない
児童書の充実
蔵書内容（絵本）
英語絵本が少ない
商業的な内容（アニメ）の絵本が多い
電子書籍を増やして欲しい
他自治体と一層連携を強めて地域全体として電子書籍のバラエティー等を増やして欲しい
コロナ禍では電子書籍が安心
やがて、歩けなくなり、図書館に来れなくなるので、電子図書館を充実して欲しい
例えば全集の様な厚くて・重たい本は、電子書籍にして欲しい
新聞や雑誌の最新版は順番待ちが良くあるので、読みほうだいの電子版を導入
電子図書館を視覚障害者が活用できる方法は？
電子書籍の利用が少ない
電子図書館わかりづらい
電子図書館の蔵書に青年・中年・高齢者向きが少ない
電子図書館に中高年の人気タイトルが無い

視聴覚資料 CDやDVDを置いているのは西河原公民館だけだと思うが、他の施設にも置くようにする

廃棄される本がもったいない。よい本が廃棄に回されていることがある
保存スペースの確保を（毎年捨てなくていいように）

狛江市図書館の改善したいところ
ジャンル

市全般

全般
全市のあり方

マイナス評価

蔵書数

蔵書・資料構成
（児童書）

電子書籍の問題点

資料保存

蔵書・資料

蔵書・資料構成
（全体）

電子書籍の充実要望
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書棚が少なすぎるので、本を見て借りる事ができない。書棚を相当に増やす
延床面積が狭すぎるので、延床面積を相当に広くする
狭い（天井が低い）
せまい
せまい
利用しやすさがかならずしも良くない。気軽さ
建物全般 香害、特に洗剤など、天然のひのきなどに変えてほしい
行ってみたいと思える建物ではない
雰囲気が暗い
暗い
街に開かれていない
施設面で他市町村よりも劣っている リニューアルと修繕
探しにくい
よい絵本があるのに、さがせない、魅力的にみえない
床や机を増やし、多くの人が座わって本が読めるように
集中して本をよめるスペースの確保
席が少ない
くつぬいでヨギボーの上で本読みたい
ハンモックで本読みたい
子どもたちがのびのびとできるスペースがほしい（泣いてもOK、笑ってもOK）
自習用スペースが少ない（大学生やリモートワークの人が使いやすく）
（大人の）（子どもの）自習ルームがない？ しらない……
勉強スペースの充実
コミュニティの場として弱い
居場所・よりどころにしたい
本を読みながらのくつろぎスペースがほしい
バリアフリーになっていないところがある
どんな人でも使用できる（バリアフリー）中央図書館、各図書室にする
ベビーカー、車イスが使いづらい。通路がせまい
導線が悪い（ベビーカーなど）（幼児向け、大人向け）
通路に置いているいす（子どもつかいづらい）
子ども連れで利用した際の設備（オムツ替え、授乳室など）が少ない

図書館のサイン 図書館という看板がないので存在がうすい アピールを要す
資源ゴミを最大限リサイクルする図書かん
再生可能あるいは自家発電の図書かん
図書館が開館する時刻をせめて午前9時30分にする。
（地域図書室）開館を9時から
各図書室のサービス時間の拡大
会社帰りに開いていない
夜間につかう人、つかいづらい（中央のみ開館）

児童サービス
特に中学生くらいまでのお子さんたちを知的世界に導いてあげる人材がいらっしゃると良いと思います。
学校図書館とは別に
イベントが少ない
おはなし会がある日がわかりづらい
（地域）子どもへのサービスを（お話し会など）を充実させて
市民活動の情報発信や交流のできる場づくり
本を通しての市民交流があるのか知りたい。なければ本のテーマで交流会
お茶は飲めるの？
予約するツールや蔵書内の読みたい本の探すツールがもっとわかりやすく魅力的にしてほしい
パソコンや視聴覚に関する機器を貸し出せるようにする
市のパソコン教室などで、電子図書館の使い方を教えて欲しい
図書館内での読書はその書籍に限定して欲しい
中高年の登録率が高い
登録率と実利用率に差がある

空間（面積等）

本の探しやすさ

読書・閲覧スペース

学習・調査スペース

居場所・コミュニ
ティ

バリアフリー・動線

環境配慮

開館時間

閉館時間

催事・イベント

居場所・コミュニ
ティ

利用者機器充実要望

その他

利用状況 登録率

施設・設備

空間（魅力）

施設・設備

サービス・事業
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蔵書数が少ない。
開架図書少ない
大人の読みたい本が少ない
新刊をもっと多く
ワクワクする本と出会えるように
本の種類 特に専門書が少ない 古い
調べものができる資料（本）を
小説以外の資料（本）を充実して
年寄り向けに活字の大きな本がほしい
蔵書スペースが少ない為か古い本を配布している事が有る

視聴覚資料 CD・DVDを入れてほしい
狭い
人口あたりの延床面積が小さい
分類が悪い 理由はせまいから
狭い（多摩同規模自治体比下位）
図書館が独立した施設でない（目立たない）
天井が低いのでフロア２F部分をふきぬけにするなど開放感があるといい
天井高の問題がありますがロフト風の作りもどうか
暗いイメージなので明るいイメージにしてほしい。照明など全体感
入口が暗い
暗い
もっと明るいフンイキに
小田原のかまぼこ家のように最上階は自然光で本が使えるような市民センターと一体の建物
老朽化
他の施設と共同の施設で若干使いづらい（老朽化）
貸出室と読書調査室が離れていて初めての人には分かりづらい
本が探しにくい（文庫、新書区別）
イスがかたい
ゆったりとした気分で本を読めない
閲覧スペースが無い
読書スペースが狭い
貸出室スペースをもう少し広くしてほしい
閲覧場所が少ない
閲覧スペースを広く
調査室の机が少ない（自習室も）
調査室が狭い
調べものがほとんどできない
図書館で借りたり一時的に用い、調べたり勉強したりするスペースが圧倒的に足りないと思います
自習スペースが無い
スタディールームが無い
参考図書コーナーが死んでいる
子どものスペースがせまい
子どもと分かれていないので声がひびく

新刊コーナー 新刊を飾るスペースがせまい
雑誌・新聞を読むコーナーを別の部屋にして欲しい
新聞雑誌コーナーが狭い。ゆっくり読めない
新聞雑誌のスペースがないに等しい
休憩するところ（お茶）無い
コーヒーなどが飲めるスペースが欲しい
飲食の可能なスペースがあっても良いと思います
ゆったりできる席、ソファを！
本を読む（探す）場所から……おちつける場所
時間をすごせる空間がない
対面朗読スペースが必要
防音セツビつき録音室 対面朗読室を
本を読む（探す）場所から……仕事（コワーキングスペース）
本を読む（探す）場所から……コミュニティー形成の一助となるものにすべき
予約室が欲しい
今は木造でもビルが出来る 他市から見学者がくるような図書館市民センター
本を読む（探す）場所から……子育て世代に対して使いにくい（子育て世代が使いやすい場所に）
小、中学生以外の世代が使う図書館へ
車イスで通路が通れるように
ベビーカーでゆったり通れるように
トイレを刷新して欲しい
図書館専用トイレがない

環境配慮 地下水などを使った環境にやさしい図書
ネットでの調べものが複数の人が同時に出来るように端末を増やしていただきたい。
インターネット環境が必要
IT環境のセイビを

中央図書館

蔵書数・開架蔵書数

空間(面積等）

空間（利用のしやす
さ）

学習・調査スペース

学習・調査スペース

子どもスペース

雑誌・新聞コーナー

飲食可能な場所

居場所・コミュニ
ティ

対面朗読室

その他スペース等

バリアフリー・動線

トイレ

ＩＴ環境

蔵書・資料 蔵書・資料構成（全
体）

施設・設備

空間（魅力）

読書・閲覧スペース

施設・設備
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土日祝日の開館時間が短い（17:00までだとはやい）
10時開館→9時はムリですか？

休館日 休館日が有る為不便
質問に答えてくれる司書の方がいてほしい
調べものをする際のレファレンス機能が弱い気がします
「相談窓口」のケイジを！
人的サービスが弱いように思う
オンラインデータベースが使えれば新聞が使いやすい
返却場所が少ない
古い図書は別倉庫 時間がかかる
職員のレベルアップ
おたよりが地味
小さな頃から本に親しむPRが少ない（文化水準向上）
人と人、人と団体を結びつけるようなコミュニティ図書館的な機能が今はない
子育てサポート？
従来の発想にとらわれない様々なイベント（人を呼び込むような）をまだ十分に行えていないところ

蔵書・資料 視聴覚資料 DVD,CDの視聴あり
施設・設備 学習・調査スペース 学習スペースあり 個室スペースあり

改善したい サービス・事業 その他サービス 図書館内での睡眠・休憩はやめる様に指示して欲しい

立地
アクセス性・交通利
便性

近くで使いやすい

サービス・事業 職員接遇 職員の方が穏やかで親切 本を借りやすい
改善したい 施設・設備 空間（面積） 読書スペースが狭い

良いところ 施設・設備 空間（環境） キレイ
施設・設備 空間（面積） せまい
蔵書・資料 蔵書数 本の量ものたりない

良いところ 施設・設備 空間（面積） コンパクトですが……（子どもにはよいかも……）

蔵書リクエストできるの？
電子化がどの程度？
閲覧室の状況を教えて下さい。
ゆったりの具体的意味を教えて下さい。
利用されている方へ「館」と「室」のちがいを感じる点は
各図書室の特徴をもつ。持っている？（ゴメンナサイ利用ゼロ）
駅より遠いor駅より近い

西河原公民館図書室の良いところ・改善したいところ

野川地域センターの良いところ・改善したいところ

岩戸地域センターの良いところ・改善したいところ

南部地域センターの良いところ・改善したいところ

その他

中央図書館

開館時間

レファレンスサービ
ス

その他サービス

ＰＲ・情報提供等

良いところ

良いところ

改善したい

市全般

市全般

サービス・事業
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