「（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設基本構想・基本計画（案）について」に寄せら
れた意見と市の考え方について
（１）意見募集結果
意見募集期間

平成３０年２月１９日から
平成３０年３月８日まで

意見募集結果

意見提出者数
意見数

意見に対する対応

個人２３人

団体６団体

１７８件

意見を参考に案を修正したもの
原案のとおりとしたもの

１７件
１６１件

（２）意見の内容と市の対応
№

1

提出された意見の内容

意見に対する考え方

○課題解決型サービスの提供
ご意見として今後の参考とさ
①医療健康情報②ビジネス支援情報③ せていただきます。
法律に関する情報、の提供を薦める。
中でも、市民の高齢化が進む中での医

案の修
正の有
無
無

療・健康情報の提供を行う。
2

○電子書籍の貸出
ご意見として今後の参考とさ
米国では、95％の公共図書館で行われ せていただきます。
ている電子書籍のかしだしを行う。具
体的には、日本でも導入実績のある
OverDrive 社のシステムなどが検討対
象となる。

無

3

佐倉市民として、また図書館で働く
ご意見として今後の参考とさ
司書として、この取り組みに注目・応 せていただきます。

無

援しています。
予算等の兼ね合いなど難しいことも
承知しておりますが、以下の素晴らし
い公共図書館の事例をぜひ参考にして
いただきたいと存じ、長文にはなりま
すが、引用させていただきます。
どうぞお役立ていただけますようお
願いいたします。
～国立国会図書館のニュースより引
用～
以下、紙面の都合により略。

- 1 -

4

基本構想・基本計画(案)の複合化の

ご意見として今後の参考とさ

無

対象施設で表 2-4 の⑥山車等常設展示 せていただきます。
コーナーを排除して頂いたことに賛同
致します。狭隘な建物で面積的にも階
高にも影響があり図書館機能を阻害す
ると思われるからです。常設展示は必
要なら佐倉新町おはやし館を改修して
集中すべきかと思います。
5

今の情報化に対応する為にどのよう
図書館の情報システムにつき
な図書館の情報システムを導入するか ましては、将来を見据え、さまざ

無

が抽象的な言葉で書かれており内容が まな先進技術に対応するため、基
わかりません。情報化によるレイアウ 本方針①及び③のとおりとした
トやスペースが大きく左右されるのが ところです。
常ですので表記をお願いいたします。
一つの意見として、承ります。
6

学習と研究はパソコンやスマホ等
ご意見として今後の参考とさ
ICT が必須です。基本これらが利用でき せていただきます。
ることを前提に電源や Wi-Fi が利用で
きる環境を整備してほしいと思いま
す。パソコンは音の問題があるのでグ
ルーピング等で対応した頂きたく思い

無

ます。若い方を呼ぶためにも必要と思
われます。
7

図書機能での情報化も検索端末等の
置き方・台数等種々のスペース取りが
あると思います。従ってどういうシス
テムを構築したいのかを明確にしてく
ださい。

№5 でお示ししたとおりです。

無

8

佐倉図書館は新しい機能の図書館に
P36 に示した佐倉図書館の基本
生まれ変わりますという図書館機能が 方針が、核となる図書館機能を構

無

書かれていません。項目でもよいので 成しているので、すでに明記して
システムを含めて明記してください
いるものと考えます。
9

佐倉新図書館から佐倉市内の他の図書
P34，35 に示した各館の位置づ
館との連携を考えるべきですがそう考 けの整理に明記しております。
えるのかが理解できません。中央図書
館にならないのならパラで同連携をと
るかは重要な視点であると思いますの
で明記をお願いいたします。
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無

10

運営形態は本市直営とありますが最

P66 に示した運営形態のとお

無

初から決めつけるのでは無く民間から り、今後適切な運営形態を検討し
の提案を受けて検討をして頂きたい。 ていくものとします。
11

市民に対して新図書館専属のコンシ
ご意見として今後の参考とさ
ェルジェを育てて欲しい。
せていただきます。

無

12

地下案は採光やコスト面で無理があ
ご意見として今後の参考とさ
ろうかと思います。また、新図書館は せていただきます。
南図書館の様に広い平面と空間を確保
すべきなので 2 階建ての A 案が最適と
考えます。

無

13

秋祭りの時の利用については仙台市
ご意見として今後の参考とさ
の「せんだいメディアテーク」の図書 せていただきます。
館のように 1 階や 2 階で山車回転スペ
ース側が開閉可能やベランダ等の建築

無

構造にすれば祭りの時のみ仮設ステー
ジや本部テントの諸施設が建物側に入
り込んで固定利用の部分が削減できる
と思います。ご検討をお願いいたしま
す。
14

現在の佐倉図書館の敷地の駐車場利
ご意見として今後の参考とさ
用は賛成です。ここで街のイベントも せていただきます。
開催できるのでこの空間は重要と考え
ます。

無

15

印旛郡役所跡の「いぬまき」への対
現段階では、建物配置パターン
応はどう考えているのかも明記してほ を示すのみに留まります。今後行
しい。
う設計において、検討いたしま
す。

無

16

図書館の内部のレイアウトで児童の

ご意見として今後の参考とさ

無

お話室は読み聞かせができるそれなり せていただきます。
の大きさの部屋(南図書館以上)をお願
いいたします。
17

新聞や雑誌等を読むコーナーは南図
ご意見として今後の参考とさ
書館と同等程度の面積が必要と思いま せていただきます。
す。

無

18

椅子やテーブル、ソファだけの食事
ご意見として今後の参考とさ
ができるところがどうしても必要にな せていただきます。
ります。

無

19

ビデオや CD、クラウド等の視聴及び
ご意見として今後の参考とさ
保管スペースは今後ますます必要にな せていただきます。

無
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ると思います。

20

21

新図書館のみのスペース取りでは無
P44 において、複合化の対象施
く、まずは地元ありきで佐倉新町通り 設を絞り込み、明記しておりま
やその付近にある民間の施設、スタジ す。
オ、食事処、お土産屋等、美術館、学校
及び一里塚等とのスペース的な連携も
視野に入れて構想を練って欲しい。こ
れについての明記がない。
ランドマークとするならばファサー

建物については、設計において

無

無

ドに対するコンセプトが必要です。明 検討してまいります。
記をお願いいたします。
22

入口が狭く車の便が不自由なことで
す。現在入口の右側に『床屋』さんが営
業されております。営業の自由を尊重
し、町の活性化につなげるため『現在
の図書館の跡地』に『移転のお願い』を
丁寧に最大限の努力していただきた
い。

現時点で大型バスが出入りし
ていることから、入口が狭いとは
言えないと考えます。『現在の図
書館の跡地』は、P63 のとおり、
周辺エリア全体で駐車場の確保
を図るものとし、設計において、
さらに検討してまいります。

無

23

図面の最北部は断崖になっていて、
ご意見として今後の参考とさ
下方は民有地ですが、竹藪や更地にな せていただきます。
っています。ここに、高齢者・障害者の
皆さん、子供などが安心して利用でき
るようなエレベーターを、断崖に結合
して設置設計していただきたいと懇願
いたします。

無

24

多様な学びの場として、図書館はそ
ご意見として今後の参考とさ
の要となります。まずは、ゆったりと せていただきます。

無

したスペースの確保、佐倉の歴史と調
和した芸術的内装、心を落ちつかせる
緑も入れた環境に。
以上、意見をお届けします。
25

図書館は、できるだけ多くの市民が
現図書館よりスペースを拡充
利用することで、図書館の発展と文化 させ、環境づくりにも配慮するよ
の進展に寄与することができると考え う、設計において、さらに検討し
ます。
てまいります。
現図書館よりスペースが縮小するこ
ご意見として今後の参考とさ
となく、環境づくりにも配慮ください せていただきます。
ますようお願い申し上げます。
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無

26

古典といわれる基本図書が開架にな

ご意見として今後の参考とさ

無

い。PC で調べるとかなりの代表的な古 せていただきます。
典図書が書庫に眠っている。例えばプ
ラトン全集、夏目漱石全集、基礎数学
講座とか。利用者にこうした本がある
ことをどう知らせ、利用してもらうか。
単に検索の器械を置くだけでは利用さ
れにくいだろう。名前がわからなけれ
ば PC があっても検索できない。やはり
司書を置くことか？
27

リクエストをしてもなかなか本が来
ご意見として今後の参考とさ
ない。小説のようなものはブームがあ せていただきます。
るので市としてもたくさん買うことが
なお、県内の図書館とは、県立
できないことは理解できるが、啓蒙書 図書館を中心に、すでに連携を図
や学術書はもう少し早く購入するな っております。
り、県内の図書館と融通してほしいも
のです。

無

28

新聞、雑誌の種類は他の 2 図書館に
ご意見として今後の参考とさ
比べ大幅に貧弱であるが、P36 にも P54 せていただきます。
にもそもそも増加するとの言及がな

無

い。どうするのか具体的に述べてほし
い。この報告では佐倉図書館の利用者
が他の 2 図書館に比べ少ないように書
いているが、毎朝新聞を閲覧している
人々かなりおり、そうした人は貸出記
録に残らないからカウントされていな
いはずだ。また土・日には若い人たち
も新聞閲覧に来ている。
29

新聞・雑誌の閲覧以外にも、閲覧室

ご意見として今後の参考とさ

無

で学習している子供たちが多々いる。 せていただきます。
こうした子供たちは利用者としてカウ
ントされているのだろうか。多い時は
席がなく、佐倉学資料室を利用するこ
ともあった。こうした利用者もきちん
とカウントすると利用者はもっと増え
る。
30

佐倉図書館の貸出冊数は他 2 館と比
図書館面積を小さくしないよ
較して少ない数字となっているが、こ う十分注意し、設計において、さ
れは蔵書数（種類）が少ない、雑誌の種 らに検討してまいります。
類が少ない、DVD・CD がないといった理
ご意見として今後の参考とさ
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無

由で、佐倉図書館以外に借りに行くケ せていただきます。
ースが多々あるからである。特に南部
図書館に行くケースが多い。それゆえ、
相対的に少ない貸出冊数を基準にして
図書館面積を小さくしないように十分
注意してほしい。
31

佐倉市関連資料の中には現在につな
ご意見として今後の参考とさ
がる佐倉市の資料も含めてほしい。佐 せていただきます。
倉市の様々なデータ、例えば第 1 次佐
倉市総合計画から第 4 次佐倉市総合計

無

画とそれにともなう基本計画・基本施
策、また可決された予算・決算、監査報
告書。こうしたものが市政資料室にあ
ることは承知しているが、あの場所は
閲覧するには適切でない。狭いうえに
音がうるさい。市民が佐倉市の現代史
を知るにはこうした資料が必要だ。紙
媒体ではスペースを取るなら、電子化
して閲覧できるようにしてほしい。
32

学習資料室の関連図書（辞書、辞典

ご意見として今後の参考とさ

無

等）は結構あるが古いものが多い。現 せていただきます。
代社会の動きを知るには、学生の資料
とは別に社会人が必要とする統計資料
（年鑑、白書）もそろえてほしい。辞書
に関しては広辞苑を含めかなり高いの
で、日本語の変化を追う意味で、
『知恵
蔵』なり『現代用語の基礎知識』を例え
ば５年毎に買い替える。
33

佐倉藩関連の資料も不足している。

佐倉藩関連の資料につきまし

有名な佐倉惣五郎の事件は実在したの
かそれとも歌舞伎の世界なのかもよく
わからない。佐倉藩の日誌等の実録が
あるはずなので、該当箇所を読めるよ
うにしてもらいたいものだ。また佐倉
藩の参勤交代の行程も知りたいもの
だ。きちんとした古地図があれば、そ
れに基づいて有志で散策したりできる
し、観光ガイドにもなるだろう。

ては、市史編さん担当と連携し、
図書館機能を拡充する保存機能
を高めていくよう努めてまいり
ます。
ご意見として今後の参考とさ
せていただきます。
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無

34

歴博発行の機関誌は今後も継続して

ご意見として今後の参考とさ

無

置いてもらいたい。できれば歴博の図 せていただきます。
書、特に一般書（吉川弘文館、山川出版
社などの専門出版社）の貸出を可能に
してもらえればと思う。
35

現在国や国外機関が無料で開放して
ご意見として今後の参考とさ
いるレファランス・サービスの利用を、 せていただきます。
司書等が講師になって講座を開いて利
用法を教える。以下に可能な例を列挙
する：

無

A) E-gov の利用法（六法全書を含め
て）
B) アジア歴史資料センターの利用法
C) 国会図書館の電子データ資料の利
用法
D) 裁判所の判決文にアクセスする方
法
E) 国外の機関がオープンにしている
各種言語による図書の利用法
F) 国外の機関がオープンにしている
各種統計資料の利用法
36

37

近年夏季に熱中症対策が叫ばれてい
ご意見として今後の参考とさ
る。佐倉市も積極的に公共施設での熱 せていただきます。
中症予防を呼び掛けている。そのこと
を考慮して必ず水飲み場（幼児も使え
る）を用意することを強く要望したい。
自動販売機はエネルギーを使い、ペッ
トボトル等の廃品を出すので不可。
私と多くの市民の要望を実現しよう

図書館面積を小さくしないよ

としたら 2,200 ㎡は必須と思われま う十分注意し、設計において、さ
す。ここで考慮しなければならないの らに検討してまいります。
は P60～P64 の建築物のあり方です。建
ご意見として今後の参考とさ
設予定地においてどの配置方式をとる せていただきます。
にしても 2,200 ㎡を同じ階でとること
ができません。そのことで図書館面積
を小さくし、必要機能が減少されるこ
とのない配置方式にしてほしいもので
す。
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無

無

38

今では建設予定地は決定済みとなっ

一つの意見として、承ります。

無

ご意見を参考に、設計段階にお
いて市民・利用者の皆様にご意見
を伺う方法につきまして、どのよ
うに進めていくことが最良であ
るか検討します。

無

40

旧市内の中心地、元佐倉印旛郡役所
ご意見として今後の参考とさ
跡の高台、印旛沼を望む展望台での読 せていただきます。
書環境を生かす。そのロケーションを
生かした設計が望まれる。

無

41

図書館としては「佐倉」の特徴を生
ご意見として今後の参考とさ
かす。
せていただきます。
歴史や祭礼などの「佐倉学」

無

42

視聴覚ライブラリー。「聴く・観る」
ご意見として今後の参考とさ
を通しての体験学習。
せていただきます。

無

43

一般、学生、子どもの図書室。
ご意見として今後の参考とさ
＊レファレンス等、正規の職員と専 せていただきます。
門司書が数人必要。

無

44

図書の選定、選書委員会の設定。有
図書の選書につきましては、
資格者・識者など各階層別に委嘱。
「佐倉市立図書館資料収集基準」
を定め、この基準に従い、選書・

無

てしまっていますが、もし建て替えの
話が前広に知らされていれば、城址公
園大手門周辺の旧市営住宅・県営住宅
の空き地が最適な場所だと提案できた
可能性があります。あの場所であれば、
面積の心配はないでしょう。また佐倉
中、佐倉東高が周りにあり、旧日比谷
図書館のように公園内の緑に囲まれて
設置できます。旧藩校の跡地のそばで
もあり、文教地区としての整備できた
可能性が大です。そうすれば秋祭りや
10 日市の場所にも悩む必要がなくなり
ます。本当に残念です。
39

基本設計の過程で可能な限り（最終
段階ではなく）市民に公表してもらい
たい。できればパワーポイントのよう
なソフトを使用して多くの参加者に見
てもらい、同時に質疑応答をして欲し
い。基本設計が確定してしまうと、そ
れ以降は市民参加が不可能なので、何
とか実現してほしい。

購入しております。選書委員会を
設置する予定は、ありません。
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45

講演会、研究会の開催。

ご意見として今後の参考とさ

市史編さん室などとの連携。

無

せていただきます。

46

P1 現図書館は、〇〇年に佐倉(中央)
郵便局の移転に伴い用地・建物を取得
し、その建築物を利活用して図書館と
した旨を文中に明記すべきではないか
と思います。

ご意見を参考に、以下のとおり修
正します。
P1「佐倉図書館の建物は、佐倉郵
便局の移転に伴い土地・建物を取
得し、昭和 58 年 5 月から活用し
ております。市内図書館の・・・」

47

P2 「約 177 千人で、平成 23 年度以降
国勢調査結果においては、最新
は減少傾向にあります。」が、P.3 では、 の平成 27 年まで昼間人口・夜間

有

無

「昼間人口・夜間人口ともに増加傾向
にある」と記載されています。昼間人
口増は「高齢化=定年退職等による市外
での就労人口減」と思うのですが(違っ
ているかもしれませんが)、人口減少傾
向にあって夜間人口が増加していると
なると、その原因は何か、気になりま
す。人口欄に現在の都市構造として説
明があれば理解しやすいと思います。

人口ともに増加傾向にあること
から、現状として記載していま
す。
人口の推移をふまえて、複合施
設の設計および運営について検
討していきます。
原文のとおりといたします。

48

P2 表記：
「〇歳代」という記載があり
ますが、
「〇代（歳不要）」ではないかと
思います。P26 も同じです。
一方で、P34 では、
「10 代の利用」と記
載されており「10 歳代」ではありませ
ん。他箇所の表記を確認してください。

ご意見を参考に、
「歳」を削除す
るよう修正します。
P2「・・・30 代後半から 40 代で
人口増加が見られます。」
P26「30～40 代では、子ども連れ
で・・・」

有

49

P3 「ベッドタウンとしての性格を持
ご意見を参考に、以下のとおり
つものと考えられます。」の記載は、考 修正します。
えられるのではなく、そのような傾向 P3「ベッドタウンとしての性格を

有

を有しているのであり、「持っていま 持っています。」
す」的な記載となるものと思います。
50

P5 「…市全体の 29.5％と比較して高
く、実人数も多くなっています。」との
記載の意味は何なのでしょうか。
「実人
数も…」と記載するよりは、志津地区
や臼井地区(千代田地区を含む)の老年
人口割合を明記して比較する方が適当
かと思います。

ご意見を参考に、以下のとおり
修正します。
P5「平成 28 年度の佐倉地区の老
年人口割合は 33.5％と市全体の
29.5％と比較して高くなってい
ます。」

有

51

P5 4 行目が禁足処理 「っ」が行頭禁
禁則和字については、該当箇所
足和字です。
を修正いたします。

有
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52

P15 2.2.2 主な事業やサービスの内容
言葉の使い方：
「大部分」 ニュアン
スとしては大半等が…
✻「9 時開館の施設が大部分ですが」
⇒「…大半ですが」
「…殆どですが」等
も
✻「大部分の施設ではすべての年代
を対象」⇒「大半の…」
「殆どの…」
「多
くの…」等も

53

54

ご意見を参考に、以下のとおり

有

修正します。
P15「9 時開館の施設が大半です
が・・・」
P15「大半の施設ではすべての年
代を対象にサービスを展開して
いますが・・・」

P15 「利用者数は、佐倉図書館が約 49

佐倉図書館のこの数字は、貸出

千人/年」とあります。利用者とは一般
的に来館者数を意味することが多いと
思います。P.9 表 2-1 で来館者数が佐
倉図書館は「－」となっていますが、基
礎資料であるため、データ確認をお願
いします。

人数を示しています。
ご意見を参考に、以下のとおり
修正します。
P15「平成 28 年度の佐倉図書館の
貸出人数は約 49 千人/年、各施設
の利用者数は、佐倉市立美術館
が・・・」

P18 外国人の日本社会に対する理解
広く「日本社会に対する理解の
の支援に「外国人市民の支援」の視点 支援」に含まれていると考えま
を書き込んでいただければと思いま す。

有

無

す。

原文のとおりといたします。

55

P34 「ICT 技術」の「発展」or「発達」
or「発達・発展」。この文章の中で、も
っとも適切な表現は何かよくわかりま
せん。発展、なのだろうとは思うので
すが、感覚的に違和感を感じました。

一つの意見として、承ります。

無

56

P36 「子ども」と表記されていますが、 佐倉市では、「第４期佐倉市障
同様の課題として「障害者」の表記が 害福祉計画」において「障害」と
あります。議論はあるようですが、
「障 表記することとしているため、本

無

害者」と「障がい者」の表記について、 構想・計画においても同様の表記
法律に基づく文章記載以外の場合の用 とします。
字について、市の統一方針(広報、行政
文書等で使用する場合の用字等)はあ
るのでしょうか。
57

P36 外国人市民は「市民」であるため
特に意識した表現はされていません
が、
「外国人の観光客など」と記載され
ているため、それを「外国人市民や観
光客」とするとおかしなものになって
しまうでしょうか。
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原文のとおりといたします。

無

58

P39 図中には、
p.57 の施設表記を用い
た方がよいと思います。

59

P57 図 1-2 においては複合施設

無

との連携を検討する施設を列挙
しましたが、P39 図 2-3～2-4 にお
いては図が煩雑となることから、
主要公共施設のみ記載していま
す。

P39,P40 「周辺公共施設周辺」とは、
ご意見を参考に、以下のとおり
正しい表記だと思いますが、
「公共施設 修正します。
周辺」だけでもよいと思います。図を P39 図 2-3「佐倉図書館及び整備
見れば周辺の公共施設が掲載されてい 予定地周辺の人口分布」

有

る、ということは一目瞭然です。

P39 図 2-4「佐倉図書館及び整備
予定地周辺の高齢人口分布」
P40 図 2-5「佐倉図書館及び整備
予定地周辺の施設立地」

60

P41 表 2-1 敷地条件等⑧は建物に関
する適用法・条例のみ記載されていま
すが、宅地造成等規制法は適用される
のでしょうか。敷地条件についての図
表のため、適用されるのであれば記載
が必要と思います。

ご意見を参考に、以下のとおり
追加します。
P41 表 2-1「⑧適用法令・条例 宅
地造成等規制法（宅地造成工事規
制区域内）」

有

61

P43 表 2-2 中の通常時駐車台数が 85
ご意見を参考に、P43 表 2-2 を
台とされていますが、P14 では佐倉市駐 以下のとおり修正します。
車場 91 台となっています。整合が必要
1 駐車場状況－通常時
と思います。
【一般用】
（誤）77 台 →（正）83 台
【合計】
（誤）85 台 →（正）91 台

有

62

P43 2.1.3.文中、「敷地利用の検討に
ご意見として今後の参考とさ
あたっては…必要なります。」は、ここ せていただきます。

無

での記載が必要なのでしょうか。現佐
倉図書館跡地を駐車場にすることか
ら、
「佐倉の秋まつり」期間中は駐車場
利用禁止状態となると思います。
「おは
やし館」近接ということもあります。
現図書館跡地・新駐車場での対応が検
討されてもよいのではないでしょう
か。
神社は基本「南向き」となるため、麻
賀多神社の祭礼であることから、御神
体を乗せた神輿も御旅所に収まる時は
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南向きでなければならないということ
があるのでしょうか。ないのであれば、
現図書館跡地駐車場を全面的に利用す
ればよいと思います。
63

P48 「…カフェ・物販などを想定しま
す。カフェ、物販などについては、民間
機能としての誘導を図るものとするこ
とから、今後、その導入可能性を精査
する必要があります。」と記載されてい
ますが、基本計画 p.59 では 2.1.5.そ

カフェや物販の導入をひとつ
の可能性として検討しつつ、その
他、まちの賑わい創出に貢献する
機能、及び必要なスペースについ
て、設計業務において検討してま
いります。

無

P54 1.2.1.の(1)、(2)、(3)の文中に、 ご意見を参考に、以下のとおり
「具体的な事業については、以下のと 修正します。
おりです。」とされていますが、それぞ
「目指すべき事業については、
れ示されている事業は、「事業の方向」 以下のとおりです。」
であるものもあります。例えば「心に
潤いの持てる事業」の具体的事業とは
何か、ということになります。
「具体的
な事業」とするよりも「目指すべき事
業」
「実施事業の方向」等、何か適切な

有

の他の機能において「カフェや物販な
どを行うスペースを設けます。」とし、
面積まで想定しています。構想と基本
計画が同時に示されていることと、面
積まで想定していることを考えると、
構想で「可能性を精査する必要があり
ます。」という表現はなじまないと思い
ます。
「民間機能としての誘導を図りま
す。」と位置付けてよいものと思いま
す。
64

表現を検討いただければと思います。
65

P54 (3)にでは「外国人の観光客など」 原文のとおりといたします。
と記載がありますが、p.18 や 36 でも （№54 と同様）
述べましたが「外国人市民や観光客な
ど」とするとおかしなものになってし
まうでしょうか。

無

66

P57 「公共施設・文化施設との連携に
ついては、すでに実施していますが…」
ですが、実施されている内容を整理し、

無

「表」として列挙されてもよいのでは
ないでしょうか。
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原文のとおりといたします。

67

P57 図 1-2 は、連携している施設や今

原文のとおりといたします。

無

原文のとおりといたします。

無

素材による配慮に加え、ゾーニ
ングによる配慮等が考えられま
す。詳細は平成 30 年度以降に行
う設計業務において検討するこ
とから、原文のとおりといたしま
す。

無

ご意見を参考に、以下のとおり

有

後さらに連携を深めていく施設が示さ
れている必要があると思います。
〇佐倉市役所(市政資料室) 〇佐倉
高校(地域交流施設) 〇ヤングプラザ
(教育電話相談室・適応指導教室) 〇
佐倉市観光協会 〇レインボープラザ
(佐倉国際文化大学)
68

P57 図 1-2 の範囲を広げ、佐倉商工会
議所を含めてもよいのではないかと思
います。*他図でも同様

69

P58 2.1.1.(1)文中に、
「音に配慮した
空間づくり」がありますが、
「遮音に配
慮」ということでしょうか。音が響か
ないような、例えば吸音を配慮する構
造、残響を少なくする対応等とすると
いうことなのでしょうか。「音に配慮」
を少し具体的に書けないのでしょう
か。

70

P58

同(1)の「学習空間を確保いたし

ます。」は、文体が統一されていません。 修正します。
「確保します。」と思います。
「・・学習空間を確保します。」
71

P58 2.1.2(1)文中の「保存いたしま
ご意見を参考に、以下のとおり
す」は文体統一対象と思います。
「保存 修正します。
します」と思います。
「・・保存します。」

有

72

P58 2.1.3.(1) 「 情報 発 信 い たし ま
ご意見を参考に、以下のとおり
す。」は文体統一対象と思います。
修正します。
「・・情報発信します。」

有

73

P59

有

74

2.1.4.(1)「図書館との関連を踏

ご意見を参考に、以下のとおり

まえた機能を配置します」は、いろい
ろと考えた末の表現と思いますが、個
別相談場所と読み聞かせスペース設置
を行うのですから、単に「図書館との
連携を図ります。」程度の表現でよいの
ではないでしょうか。

修正します。
P59 2.1.4 相談機能「子育てに関
する「書籍」からの情報提供を充
実させるなど、図書館との連携を
図ります。」

P59 2.1.5.(1)文章が少しわかりにく
ご意見を参考に、以下のとおり
く感じます。
「まちの賑わい創出に貢献 修正します。
するため、市民や観光客など多くの
「まちの賑わい創出に貢献す
人々が集い交流できるよう、各種イベ るため、市民や観光客など多くの
ントが可能なスペースを設けるととも 人々が集い交流できるよう、各種
- 13 -

有

に、カフェや物販などを行うスペース イベントが可能なスペースを設
を設けます。」のような表現としてはど けるとともに、カフェや物販など
うでしょうか。
を行うスペースを設けます。」
75

P59 2.1.6.5 つの機能の関係について
ご意見を参考に、以下のとおり
の文中「配慮することが必要です。」は 修正します。
「配慮します。」でよいと思います。
P59 2.1.6 5 つの機能の関係に
ついて「・・・諸室間の機能的な
繋がりに配慮します。」

有

76

P59 表 2-1 に 5 機能の想定面積が総
ご指摘のとおり、設計段階で階
括的に示されています。
「機能」の必要 数や機能間の繋がりについて検

無

面積であり、機能確保のための必要面
積であって、エントランスや通路、ト
イレ、施設維持管理のための諸設備等
の面積は含まれていないものと思われ
ます。その必要想定面積を示して、現
基本計画上での総延べ床面積を示すべ
きと思います。階層計画等により当該
面積は大きく変わるとおもいますが、
p.62 では延べ面積を一律とした比較案
が提案されています。
「共用部」は各施

討を進める中で共用部分面積は
変動し得ることから、現時点では
明記をしないこととしました。
なお、共用部面積については、
P59 表 2-1 に記載した各機能の想
定面積にそれぞれ含めています。

設面積に案分され含まれていると考え
るべきなのでしょうか。基本設計がで
きていない段階では比較困難ですが、
基本的にはライフサイクルコスト抑制
のために、延床約 3500 ㎡程度が施設規
模上限とされると理解しなければなら
ない、だから下限を示しているという
ことなのでしょうか。
77

P59 表 2-1 (1)の想定面積が 50～250

効果的な展示方法や配置につ

無

㎡と、あまりにも幅がありますが、ど いて設計業務において検討して
のような形態を想定しているのでしょ いくことから、幅をもった記載と
うか。中心機能の一つと思われますが。 しているため、原文のとおりとい
たします。
78

P61 「敷地内でのイベントの継続性等
の観点から敷地内での建物配置につい
て検討し、適切な敷地利用の実現を図
るものとします。」と記載されています
が、旧佐倉図書館跡地が駐車場となる

秋祭り等の地域行事継続への
配慮は市民意見等でも挙げられ
ていることから、設計業務におけ
る検討事項とするために記載し
たものです。

ことから、そこでのイベント開催を含
めた検討が必要と思います。このため、
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無

「……建物配置について、現図書館跡
地駐車場での各種イベント開催の可能
性を含めて検討し、適切な敷地利用の
実現を図るものとします。」とすること
はできないのでしょうか。「秋まつり」
を前提とした配置計画を、基本計画で
示してよいのか疑問も感じます。毎日
利用する施設の利用しやすさから建物
計画が立案されることが基本です。そ
れをどう利用するかは「別の問題」と
考えます。
79

P63 現図書館跡駐車場での大型車の
駐車スペース検討はされないのでしょ
うか。活性化施設、活性化対策として、
大型バス駐車問題は避けては通れませ
ん。図は 2 葉用意し、大型バス駐車ス
ペース数台を確保した場合の想定図も
掲載すべきです。

大型車が駐車もしくは一時停
車可能なスペースの確保につき
ましては、P63 2.2.2.駐車場配置
計画に記載したとおり、平成 30 年
度以降に行う設計業務において
検討します。

無

80

P63 構想、計画書では検討されていま
ご意見を参考に、平成 30 年度
せんが、城址公園自由広場、城址公園 以降に行う設計業務において検

無

計画拡大区域(佐倉中学校前市営・県営 討します。
住宅跡地)等を含めた駐車場対策につ
いて検討することが可能であれば、こ
こに記載するとともに、構想にも位置
付けておく必要があると思います。
81

P63 美術館地下駐車場の位置づけ、利
本施設との機能分担もひとつ
活用又は廃止等は検討されているので の可能性として、利活用に向けた
しょうか。
検討を進めてまいります。

無

82

P65 2.2.4.整備スケジュールですが、

無

複合施設の配置が決定する設

文化財調査は必要がない、あるいは終 計業務完了後から、工事着手まで
了しているのでしょうか。
の期間に、埋蔵文化財調査を行う
予定です。
83

84

「新町活性化」とあるからには、せ
佐倉市全体で新町活性化を検
めて新町には各戸にこの冊子を配るべ 討するという考え方から、特定の
きでは？知らない人が多すぎますよ！ 地区だけに冊子を配布すること
は、致しませんでした。
一つの意見として、承ります。
図書館へのアクセスの件。コンビニ
がある方ではなく、がけの方に通りに
出られるエスカレーターを取りつけて
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一つの意見として、承ります。

無

無

ください。京成佐倉の方から来る時に
入りやすくなります。
85

おまつりの時に“だし”を方向転換
ご意見として今後の参考とさ
などに使う場所は今のコンビニの前の せていただきます。
駐車場を借りるなど活用できると思
う。図書館のスペースをなるべく広く
とることができるようにして下さい。

無

86

現在のある大きな樹木を活かす。え
ご意見として今後の参考とさ
つらん場所からこの樹がながめられる せていただきます。
ようにするか、テラスを作りそこで樹

無

をながめながら休憩できるとよい。ゆ
ったりして読めるソファの場所も広
く。
87

88

地上 2 階、地下 1 階Ⓑ案が現実的。
ご意見を参考に、平成 30 年度
しかし、
「計画」には地下の活用内容が 以降に行う設計業務において検
明記されていません。志津のように地 討します。
下駐車場もよいかも知れません。地下
は目いっぱい広く作る。
道路から入るエントランスの長い場

P64 に示したとおり進入路と駐

無

無

所の活用。できたら今の床屋さん移転 車場として活用してまいります。
できないか？
89

コンセプト（基本計画）を大切にし
ご意見として今後の参考とさ
て下さい。
せていただきます。

90

さわやかな図書館
くつろげる図書館
らンドマークとなる図書館
とても良いと思います。

91

南図書館のように広くスペース（閲
覧）をとって下さい。

92

93

94

無

ご意見として今後の参考とさ
せていただきます。

無

ご意見として今後の参考とさ

無

せていただきます。

図書館の面積を広くとってほしい

ご意見として今後の参考とさ
せていただきます。

無

建物配置パターン３案だけではどこ
どこに何の施設が入るかにつ
に何の施設が入るのかわかりづらい。 いては、設計において検討してま
いります。

無

お年寄りが読めるような小説の冊数
を多くしてほしい。

ご意見として今後の参考とさ
せていただきます。
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無

95

評判になっている新刊を多く入れて
ほしい。

96

97

ご意見として今後の参考とさ

無

せていただきます。

今まで南図書館まで行っていたが、
ご意見として今後の参考とさ
それに劣らない図書館にして、
「近くに せていただきます。
いい図書館ができてよかった。」と思え
るようにしてほしい。
駐車場はどうなるのだろう？

無

P63 に示したとおり、周辺エリ
ア全体で駐車場の確保を図るも
のとし、設計において、さらに検
討してまいります。

無

98

高齢化、年少者の対策として、将棋
囲碁センターを開設して欲しい。
小学校に将棋倶楽部を創ったら、素
晴らしい成果が上がり、1 年から 6 年
までの全校で 180 名の参加者がおりま
した。土・日曜日の活用を考えており
ます。

一つの意見として、承ります。

無

99

音響を伴う活動者のための防音機能
の備わったホールが欲しい。

一つの意見として、承ります。

無

100

団体活動者（ボランティア活動者等） ご意見として今後の参考とさ
が和やかに情報交換できるよう寛げる せていただきます。
環境の多目的ホールが欲しい。

無

101

高齢な人や身体障害のある人でも安
ご意見として今後の参考とさ
心して施設の恩恵を享受できるように せていただきます。
一時的な休養または救護可能な施設で
あって欲しい。

無

102

ワークショップに参加して、皆さん
ご意見として今後の参考とさ
で議論したことがとり入れられている せていただきます。

無

ところは児童書のコーナーがゆったり
していること、などありますが、具体
的な設計について、市民への説明と、
意見を出し合えることが大事だと思い
ます。
103

A・B・C 案についてはフロアの割りふ
現段階では、建物配置パターン
りが不明です。
を示すのみに留まります。今後行
う設計において、検討いたしま
す。

無

104

地下を作るのは建築費がかかるので
ご意見として今後の参考とさ
はないでしょうか。できるだけオープ せていただきます。

無
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ンな明るいスペースを望むので、地下
なしの地上 2 階が良いと思います。
105

最後のページを読むと指定管理を予
P66 に示した運営形態のとお
定しているように感じましたが、やめ り、今後適切な運営形態を検討し
て下さい。
ていくものとします。

無

106

図書館をゆっくり利用できるように
ご意見として今後の参考とさ
蔵書を多くしてほしいと思います。
せていただきます。

無

107

図書館で本や雑誌が読める場所を広
ご意見として今後の参考とさ
くとってほしいです。せまいと、目的 せていただきます。
が達成できず、利用する機会を持てず、

無

図書館周辺の町の活性化につながらな
いと思います。
108

交通面でも、バス利用がしやすいよ
ご意見として今後の参考とさ
うにしてもらいたい。
せていただきます。

無

109

孫といっしょに楽しく過ごせる図書
ご意見として今後の参考とさ
館を作って下さい。
せていただきます。

無

110

図 2-1 機能相関図に「おはなしきゃ
今後行う設計において、検討い
らばん」の練習、打合わせ、人形、紙芝 たします。

無

居、その他資材保管場所がありません。
おはなしきゃらばんは、常時ある程
度のスペースが必要です。
111

おはなしきゃらばんの公演は、どの
今後行う設計において、検討い
部屋になりますか？
たします。

無

112

図書館建替中、おはなしきゃらばん
図書館建替中は、現在の佐倉図
の活動場所は、どこになりますか？
書館で活動することができます。

無

113

DIC 川村記念美術館、佐倉市立美術

ご意見として今後の参考とさ

無

館、国立歴史民俗博物館についで市内 せていただきます。
四番目のランドマークとなるユニーク
かつ天然記念物の「イヌマキ」をパテ
ィオに取り入れた後世に残る芸術的な
デザインの図書館建設を希望。
114

幼児を連れた母親及び高齢者の京成
佐倉駅南口から図書館へのアクセスを
考え、栄町南端の低地より丘の上にあ
る図書館までケーブルカー又は天蓋の
あるエスカレーターの設置。副次的に
アクセスのユニークな図書館として世
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一つの意見として、承ります。

無

界に発信出来る。

115

現代では図書館利用者用の地下駐車
場は必須である。京成佐倉駅南の栄町
から坂上の新町への上り一方通行道路
及び新町から坂下の栄町への下り一方
通行道路途中から図書館地下駐車場へ
の引込道路を新設する。図書館周辺の
交通量増加の防止、佐倉秋祭り、金毘
羅縁日開催時にも利用可能とする。

一つの意見として、承ります。

無

116

図書館 2 階は開閉可能なドーム型天
井の設置又は電子的に採光量調整可能
な屋根天井の採用。
1 階は採光性を確保する為、天井高を
高くし、かつ壁面にステンドグラスの
採用。

一つの意見として、承ります。

無

117

山車の展示が省かれたこと評価しま
す。

一つの意見として、承ります。

無

一つの意見として、承ります。

無

118

複合の組み合わせ

暗い、カタイの

イメージ。何故この取り合わせ？忖度
あった？
119

歴史は大事だが、未来への夢を育む
施設としては、受け入れにくい。
狭い土地に図書館＋4 施設は多いと
感じる。

一つの意見として、承ります。

無

120

年 3 日の秋祭りは大事ですが、その
為建物が小さくなるのは反対です。
駐車場入口のお宅、移転のお願いは

一つの意見として、承ります。

無

121

図書館は静かに本を読み勉強する場
ご意見として今後の参考とさ
という固定概念の払拭。
せていただきます。
図書館は、集い、学び、発信する場が
具現できる建物の構築。

無

122

毎月 10 日のふれあい市も市民が集
ご意見として今後の参考とさ
う憩いの場です。建物の周りにマルシ せていただきます。
ェ開催できると嬉しいです。

無

できないのでしょうか？

123

新町は歴史ある過去の町ではなく、
未来をつくる夢の町へ

ご意見として今後の参考とさ
せていただきます。

- 19 -

無

124

近辺の住民利用だけでは、活性化は

一つの意見として、承ります。

無

運営にあたり、人の配置が最重要課
ご意見として今後の参考とさ
題です。他課、他業種との連携、強い意 せていただきます。
志を持ち実行できる館長、職員の存在
が不可欠です。ともすれば、仕事は出
来るが、人とのふれあいが苦手な職員
が役所にはいます。コミュニケーショ

無

望めない。図書館に興味がなかった人
たちに居心地の良さを提供できる施設
とする。
125

ン能力を高める学習をして下さい。職
員の実力が発揮できるサポート隊の育
成をすすめます。ひとりでは十分な成
果は得られません。職員個人で企画運
営するのではなく、面倒でも市民をま
きこむことで開かれた施設となりま
す。
126

建物は市民にとっても職員にとって
ご意見として今後の参考とさ
も納得出来るものにして下さい。
せていただきます。

無

127

町にとけこみランドマークとなる建
ご意見として今後の参考とさ
物をお願いします。
せていただきます。

無

128

明るく、ゆったりくつろげる図書館
ご意見として今後の参考とさ
にしてほしいです。
せていただきます。

無

129

駐車スペースがかなりけずられま
ご意見として今後の参考とさ
す。現在の図書館跡地を駐車場にして せていただきます。
も、美術館等でイベントがあるときは
対応しきれないと思います。美術館内
の駐車場を活用できるようにしてほし

無

いです。
130

市民の文化的要求、学問的要求にこ
ご意見として今後の参考とさ
たえうる、これまでの規模にとらわれ せていただきます。
ない充分な規模の資料（図書、コミッ
ク、各種新聞〔長期にわたる縮刷版電
子版〕、一般誌専門誌学術誌）を整備・
提供すること。

無

131

開架配置を増やすこと。本との偶然
ご意見として今後の参考とさ
の出会いは分野ごとに整備された開架 せていただきます。

無

配置で決まる。

- 20 -

132

貴重資料、破損の恐れのある資料を

ご意見として今後の参考とさ

無

デジタル化し、館内閲覧やプリント、 せていただきます。
データ貸し出しを行うこと。
133

視聴覚資料の館内視聴、資料貸し出
ご意見として今後の参考とさ
しを充実すること。
せていただきます。

無

134

市の司書による図書管理、レファレ
ご意見として今後の参考とさ
ンスサービスに一層力をいれること。 せていただきます。
司書の専門性を重視した人事配置、処
遇を行うこと。

無

135

滞在型図書館としてニーズに応じて

ご意見として今後の参考とさ

無

子どもに読み聞かせできる部屋、話や せていただきます。
コミュニケーションができる部屋、静
かに勉強や閲覧ができる部屋などをそ
れぞれ備えること。
136

滞在型図書館として快適に過ごせる
ご意見として今後の参考とさ
スペースと設備を確保すること。
せていただきます。

無

137

佐倉図書館独自のテーマとして、全
ご意見として今後の参考とさ
国レベルの資料収集・開示を行うこと。 せていただきます。

無

138

図書館予定地で現在行われているイ
ベントを保障し発展させることができ
る場所を確保すること。

一つの意見として、承ります。

無

139

図書館を充実させることを第一にす
ること。無理に複合施設にしないこと。

一つの意見として、承ります。

無

140

地域の振興のため、地域の特色を生
ご意見として今後の参考とさ
かして観光客や来訪者が周辺をまわる せていただきます。
ことで文化を味わえるようにし、交通
の便を良くすること。

無

141

指定管理ではなく、市立・市営で図
P66 に示した運営形態のとお
書館憲章にのっとった運営とするこ り、今後適切な運営形態を検討し
と。
ていくものとします。

無

142

計画スペースでは、各機能が中途半
端な活用となり使いづらいものになり
そうです。本来の図書館機能に絞った
方が、今後を含めて有効活用されると
考えます。

一つの意見として、承ります。

無

143

ゆったりと本を読める・子どもたち

ご意見として今後の参考とさ

無

が沢山の本に出合える・そして、学べ せていただきます。
る。各年代が足を運び、ゆったりとし
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た空間のある図書館を望みます。

144

南、志津図書館と同等以上のスペー
スの実現を強く要望します。

一つの意見として、承ります。

無

145

市民・利用者の意向の把握が不足し
ている。ワークショップ、アンケート、
インタビュー、意見交換会含めて 600
人に満たない。この間、市広報にはワ
ークショップの募集が記載されたの
み。意見公募も IT でないとわからない

一つの意見として、承ります。

無

複合化の対象施設の中に、いつの間
自治人権推進課とは連携を図
にか②（仮称）人権啓発コーナーが入 っているところです。
っている。内容の説明がワークショッ
ご意見として今後の参考とさ
プで一度もなかった。人権啓発は重要 せていただきます。
だが、市民部に自治人権推進課もあり、
市内部で調整は取れているのか。内容

無

状態。新町地域の人にも周知されてい
ない。広く説明し、要望を聞く機会を
持つことを要求します。
146

規模を明確にするべきだ。図書館は広
く情報を収集し、提供するところ。当
然人権資料もその中に入る。
147

基本計画の各事業の規模について、
③展示機能が最低 50 ㎡～最高 250 ㎡
と異常に差が大きい。他はほぼ 1.5 倍
程度。展示のみ 5 倍は異常。何か意図
があるのか。

効果的な展示方法や配置につ
いて設計業務において検討して
いくことから、幅をもった記載と
しているため、原文のとおりとい
たします。（№77 と同様）

無

148

図書館の機能相関図から、ゆっくり

ご意見として今後の参考とさ

無

と新聞、雑誌等を読むソファを設置す せていただきます。
る場はどこか、くつろげる場を確保す
るよう要望します。
149

建物の配置案から、断面図を見ると、
B、C 案には地下があるが、A 案にはな
い。建物の敷地面積から来るのだろう
が、地下を活用するべきではないだろ

一つの意見として、承ります。

無

ご意見として今後の参考とさ

無

うか。
150

建物内に休憩スペースや地域出店ス

ペースがあるが、お祭り以外にはどう せていただきます。
利用するのか。以上、私たちは図書館
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機能の充実のため、スペースの確保を
望みます。
151

図書館の建設に当たっては、自然を
ご意見として今後の参考とさ
取り入れ、採光、照明等環境に留意し、 せていただきます。
快適に読書・学習できるよう配慮し、
多少高額になっても、専門的な図書館
家具を製造する会社のものを使用して
ください。長期的には安くなると思い
ます。外観は奇をてらわず、城下町に
とらわれず、気持ちよい感覚になるよ

無

うなデザインを希望します。
152

運営に当たっては、図書館と、市史
P66 に示した運営形態のとお
編さん室は市直営となっているのは歓 り、今後適切な運営形態を検討し
迎します。文科省も総務省も図書館は ていくものとします。
指定管理制度に馴染まないとしていま
す。資格を持つ司書を配置し、今後と
も直営を貫くよう期待します。

無

153

場所は城下町である新町通りを生か
してほしい。印旛支庁後（現駐車場）に

一つの意見として、承ります。

無

154

都市計画課で新町通りの景観づくり
ご意見として今後の参考とさ
をしているので、城下町に見合った厚 せていただきます。
生園の様に落着きのある日本建築で、
佐倉の城下町に合った建物、さすが佐
倉ネーと思って頂きたい。

無

155

歴史の 1 つである各町内の山車飾っ
てあったら徳を見られるかな？と思

一つの意見として、承ります。

無

156

高齢者から赤ちゃんまでが、誰もが
ご意見として今後の参考とさ
気軽に入れ、楽しめる図書館。小・中・ せていただきます。
高生が個々に勉強出来る区切りのある
スペースの場所。

無

157

佐倉の駐車場は佐倉東高となりの広
P63 に示したとおり、周辺エリ
場に。
ア全体で駐車場の確保を図るも
のとし、設計において、さらに検

無

新図書館、佐倉城下町図書館の完成を
望みます。

う。

討してまいります。
158

食事が出来るスペースを確保してく
ご意見として今後の参考とさ
ださい。
せていただきます。
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無

159

駐車場は、充分確保願います。50 台
程度。

P63 に示したとおり、周辺エリ

無

ア全体で駐車場の確保を図るも
のとし、設計において、さらに検
討してまいります。
（№157 と同様）

160

個室などの読書スペースがあれば良
ご意見として今後の参考とさ
い。不可ならパーテーションなどで区 せていただきます。
分を作って欲しい。

無

161

子供スペースと大人スペースを区別
ご意見として今後の参考とさ
してほしい。
せていただきます。

無

162

市民財産の図書館です。時間がか
かっても十分に話し合いを重ねて、後
世に残るものとして誇れる図書館であ
ってほしいです。

一つの意見として、承ります。

無

163

市主催で図書館に学ぶ、とでも題し
ご意見として今後の参考とさ
て、講演会を開催して下さい。
せていただきます。
先進事例で多くの移設で学ばれた事
を取り入れて下さい。講師に例えば、
塩尻えんぱーくの館長伊東直登氏。常

無

世田氏 他。多くの市民に先ず興味を
もってもらい、意見を聞く。
164

活性化とあるからには、もっと面積
ご意見として今後の参考とさ
を広く取り、道路から人々に中の様子 せていただきます。
がみえるような建物がふさわしいので
は。

無

165

美術館地下の駐車場、休止中とあり
ご意見として今後の参考とさ
ますがなぜ使用しないのですか？もっ せていただきます。
たいないです。
（№129 と同様）

無

166

ギャラリー（市民が自由に借りられ
ご意見として今後の参考とさ
る）があると市民の活動の場になるの せていただきます。
では。

無

167

図書館施設として決して広くない敷
地での建設になるのに祭りのために建
物内に出店・休憩場所を設定するのは
どうか。又、観光の拠点のような位置
づけにも無理があるのでは

一つの意見として、承ります。

無

168

長いスパンでイベントが無い時の空

ご意見として今後の参考とさ

無

きスペースの活用が課題になってしま せていただきます。
う。
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169

図書館で学習、くつろげる雰囲気が
確保できるのか。

今後行う設計において、検討い

無

たします。

170

カフェスペースは、観光者向けでは
なく住民向けの安価なセルフサービス
程度のもので良い。

一つの意見として、承ります。

無

171

おはやし館のリニューアルを考慮に
ご意見として今後の参考とさ
入れ成田・佐原と並べられるような観 せていただきます。
光の拠点つくりを望む。
（活性化には新
町通りに分散が必要）

無

172

秋まつり、その他イベント等現在の

ご意見として今後の参考とさ

無

敷地は、市民・観光客にとっても大事 せていただきます。
な場所になっている。図書館建設は、
バリアフリーを考慮してゆったりとし
た作りをして欲しい。既存の設計では
なく大胆な発想のデザインも必要では
ないか。デザインの公募等
173

174

学習スペースがもう少し広く欲し
ご意見として今後の参考とさ
い。
せていただきます。
Wi-Fi は絶対条件です。

ご意見として今後の参考とさ

無

無

せていただきます。
175

図書館の敷地内にも少し駐車場が欲
ご意見として今後の参考とさ
しい。老人や、ちいさい子供連れが渡 せていただきます。
るのは大変なので。

無

176

駐車場をあまり減らさないでほし
ご意見として今後の参考とさ
い。美術館、図書館に行くのに駐車場 せていただきます。
は必要。駅から遠い。

無

177

いろいろな施設を入れるのではな
ご意見として今後の参考とさ
く、図書館中心のたてものにしてほし せていただきます。

無

い。
178

学習スペースを広くとって学生がた
ご意見として今後の参考とさ
くさん行けるようにしてほしい。
せていただきます。
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無

