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平成 28 年 6月 21 日

第１回協議

(１) フロア構成について
　　各階のフロア構成の確認
(２) 各室の計画
　①録音室の新設又は既存維持
　②ラーニングコモンズについて
　③集会室について
　④ＩＣＴコーナーについて　
　⑤展示コーナーの位置・展示方法
　⑥トイレの位置・仕様
(３) 参考図書の扱いについて
(４) 予約本に関して
　①予約本収容冊数
　②ＳＦＰ導入可能性の検討

平成 28 年 6月 27 日

第２回協議

平成 28 年 7月 7日

第３回協議

協議日時 主な協議項目

(１) フロア構成について
　　各階のフロア構成の確認
(２) 各室の計画
　　集会室の耐震壁の撤去可能性
(３) エントランス廻りの検討　
　①貸出・返却・予約本受渡しの仕方
　②予約コーナーの配置
　③ＳＦＰ導入の可能性の検討
(４) 機器・備品に関して
　①自動貸出機・ＯＰＡＣの数量
　②ブックポストの位置・形
　③ブックトラックの必要数量
(５) 保全対象物について

平成 28 年 7月 26 日

第４回協議

平成 28 年 8月 10 日

第５回協議

平成 28 年 9月 1日

第６回協議

協議日時 主な協議項目

(１) フロア構成について
　　キッズスペースの位置
(２) 各室の仕様について
　①ＹＡコーナーの位置
　②集会室兼学習室の大きさ・防音性能
　③授乳室の位置
　④トイレの仕様
　⑤展示コーナーの位置、展示方法
(３) 予約本に関して
　　ＳＦＰ導入の可能性の 検討

(１) 時間外利用の可能性の検討
(２) 各室の計画
　①集会室兼学習室の使い方
　②授乳室の位置
　③子どもトイレの仕様
　④ＩＣＴコーナーのインターネット環境
　　及びデータベースＰＣの数
　⑤地階の座席数
　⑥事務室のＯＡ化とレイアウト
　

(１) 時間外利用の可能性の検討
(２) 各室の計画
　①事務室のレイアウト
　②新聞専用閲覧席の設置
(３) エントランス廻りに関して
　①自動貸出機の数
　②サービスデスクのＰＣ
(４)２階のフロア配置に関して
　　ＹＡコーナーと絵本のコーナーの位置
(５) 概算工事費　

(１)１階の機器について
　①自動貸出機の数と位置
　②プリンターの位置、仕様
(２) 閲覧席について
　　カウンター席設置
(２) 各室の計画について
　　集会室兼学習室の机・椅子の仕様



③パブリックコメントの内容と回答

②実施期間

①パブリックコメントの目的

(１) パブリックコメントの実施

実施期間中に 36 件のパブリックコメントをいただくことができました。お寄せいただいたご意見に関しては、以
下に原文のまま掲載しています。

平成 28 年９月 28 日 ( 水 ) ～ 10 月 10 日 ( 月 )

パブリックコメントは、事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の透明
性の向上と、利用者のニーズや期待を明らかにすることを目的をしています。吉祥寺図書館の利用者である
武蔵野市民の方々や周辺の区市町村にお住いの方、よく吉祥寺を訪れる来街者など、それぞれの立場から率
直なご意見をいただくことで、本計画をより良いものとするため、パブリックコメントを実施しました。
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番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

１

２

３

４

６ 

８

旅行関係、洋書を充実させてくれたらありがたいです。
あまりに汚れた、臭いがついた本は買い替えていただ
けるとありがたいです。よろしくお願い致します。

洋書についてスペースの観点から拡大は困難ですが、
ご意見を参考とさせていただきます。
返却時にチェックをして、汚れがひどい、又破損した
本は買替を進めておりますが、気がつかれた場合は、
職員にお知らせいただけると助かります。

計画案としてはこれでいいと思います。私が気になる
のは、もっと照明を明るくするとか、天窓をつくるとか、
明るい図書館になってほしいということです。他の図
書館に比べて、いつも暗いように思います。それから、
イベントとして、武蔵野市内に住む漫画家さんや作家
の方々を呼んで、シンポジウムとか朗読会をやったら
いいのではと思います。せっかくのよい立地なので、
もっと人がたくさん集まるようなイベントをすれば、
明るく活気に満ちた図書館になると思います。

今回の工事で天井工事及び照明の更新（ＬＥＤ化）、床
の改修を予定しており、明るい環境の実現を目指しま
す。また地階には、本館の特色である外光を取り入れ
るサンクンガーデンがあり、改修後も維持してまいり
ます。
イベントについて、いただいたアイデアも含めて今後
検討してまいります。

計画案に現在あるＣＤがどうなるのかの記述が見当た
りませんが、吉祥寺図書館からＣＤ常駐を撤廃し、ＣＤ
を中央図書館に集約していただきたいです。ただし武
蔵野プレイスと同様、予約した場合に受け取れる制度
は存続させる。＜理由＞現物（ＣＤケースのこと）をみ
てＣＤを借用したい場合、中央と吉祥寺　２か所に行
くのが時間の無駄。ＷＥＢで予約もできるし武蔵野プレ
イスにＣＤはおいていないが、プレイス開館当初に思っ
ていたより不便さを全く感じない。

ご意見いただきましたＣＤについては、中央図書館で
集約化することにより、重複を避け、より魅力的なコ
レクションとしてまいります。

屋上を緑化し、ベンチなどを置いて屋外で図書館を閲
覧できるスペースを作れればいいと思います。

屋上までの動線や安全性の観点より、屋上の開放は困
難ですが、実施設計の中で、地下１階のサンクンガー
デンの利用について検討してまいります。

リニューアルに向けた閉館中の対応案も入っていたら
良かった。

閉館中の対応については、一定のサービスを提供でき
るよう検討してまいります。
フロア構成については、現状で稼働が少ない集会室を
開放し、世代を問わず利用できる学習スペースと併せ
てイベント等で多世代が交流できるスペースを設ける
こととしました。集会室（学習スペース）の入口は、
階段のすぐそばで、児童やＹＡ（ヤングアダルト）フロ
アを横切らなくてもよいようになっています。
また利便性を向上するため、自動貸出機、返却機等の
ＩＣＴ機器を新増設いたします。

ビジネスパーソンは利便性、子ども連れには気軽さ
をそれぞれ上げているが、開館時間の延長があれば、
図書館を利用した学習スペースを利用する率が増え
るのではないか、そのときの使用で２階の子どもや
学生向けのスペースは行きにくいのでは。

現行とフロアの傾向はあまり変更しないようだが、
様々な利用者層が交わりやすい要素が入ればいいと
感じた。

図書館のリニューアルについてなのですが、ブック
ポストや貸出し、返却そのものも利便性を高めてい
くべきなのではないか。

・

・

・

・

吉祥寺図書館は、建設時の大きな課題のひとつだった
風俗店対策・風紀の向上に多大な貢献をし続けており、
計画案で言及が無いのが残念です。
トイレのリフォームは賛成です。
利用者としてそれ以外の不便は感じません。
プレイスを建てたばかりで、財政から言ってもメンテ
ナンスや事務室のリフォーム程度に抑えるべきと思い
ます。

吉祥寺図書館は地域の環境浄化運動の結果生まれた施
設です。当時は繁華街に図書館を設置するという発想
自体がないなか、地域の皆さまと行政が一体となった
取組みにより当地に図書館が建設できたものと考えて
います。その意義は現在も変わりないものとして、意
識をして運営にあたってまいります。
このたびのリニューアル計画では、開館 30 年をむかえ
建物の保全のための工事（メンテナンス）をサービス
向上のための工事と併せて行い、工事による閉館期間
の圧縮を図っています。

５

土日の閉館時間が長くなったのはよかった、wifi 解放
もありがたい、でも中央図書館にあるような予約図書
を自分で取りに行くコーナーは正直慣れないと使いづ
らい、あとDVD視聴等ができるコーナーはこの図書館
では皆無なのか？という疑問

予約棚は利便性向上やプライバシー配慮の観点から設
置を検討しておりますが、改修後当初の職員のご案内
をはじめ、わかり易いサインの設置など、ご利用しや
すい環境整備に努めてまいります。
現在、DVDは中央図書館のみで所蔵しております。今
回の計画では限られたスペースのなか、利用者要望の
高い図書の閲覧席を増やすことを重視しております。

番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

７
各階に冷水器設置のお願い。 冷水器については衛生面や維持費の視点も踏まえ、設

置について研究してまいります。
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番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

11

16

プレイスをよく利用しています。
吉祥寺という立地を活かす、新たな利用者層を開拓す
る等の基本方針は適切であると思うので、
プレイスをモデルに、カフェスペースや、市民団体の
自由利用スペースが確保できるようにするとよいと思
います。
武蔵境との違いは、YA世代よりも20代くらいの若者層、
おひとりさまが住民層として比重が高い点にあるので、
こういう世代が同世代、他世代と交流できる場を提供
してほしい。
駅にブックポストを設置して返却しやすくするとより
利便性が高くなるのでは。

今回の工事で天井工事及び照明の更新、床の改修を予
定しておりますので、明るい利用環境の実現を図る予
定です。またカウンター席を設置しますので、使用し
やすい閲覧席になると考えています。
今回のリニューアルでは、地域に親しまれ定着してい
る、公共施設らしい重厚感のある外観については維持
しつつ、施設機能と運営面でのリニューアルを図って
まいります。

番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

12

工事期間中、吉祥寺図書館の蔵書で他館で所蔵しない
ものについては、まったく利用できないと不便なので、
何らかの対応策を考えていただけるとありがたい。同
様に、工事期間中、予約図書（中央図書館・プレイス
のものなど）の受け取り・返却ができる窓口を吉祥寺
図書館近隣に設置してほしい。

13
終了時間の延長を切に希望します。

14

乳幼児を連れてトイレを利用することが多かったので
すが、オムツ替えの台等、汚れていることが多く、利
用をためらう気持ちもありました。使用前の消毒用具
の設置を希望します。
また、あきらかに路上生活者と思われる方が居座り、
においもきついので、利用を避けることも多くありま
した。大学図書館のように、図書カードをスキャンす
ることによる入場など、なんらかの入場制限を設ける
必要もあると思います。

いただいた衛生面の視点も踏まえ、設備について検討
を進めてまいります。

路上生活者の方に関しては、図書館は無料の公共施設
であるため、一律の入館制限は困難と考えますが、現
状も必要に応じて個別対応を行っています。

今回の計画では、土・日・祝日の開館時間を午後８時
までとしています。

15

開館時間の延長はとても有難いです。やむをえず夜間
に返却する際には暗く怖く感じることもあるので、防
犯強化及び、吉祥寺駅に返却ポストがあるといいと思
います。
また、図書館に入ると古い臭いがするので、改修の際
にアロマなどを使い、リラックスできる図書館にする
と良いと思います。
スペースの問題はありますが、カフェなどの併設によ
り居心地の良い空間を作るのも良いかと思います。

体感面での防犯強化、におい対策については、より良
い環境を実現するため研究してまいります。
カフェの併設については、限られたスペースのなか困
難ですが、リニューアル工事を通して、居心地の良い
空間づくりに努めてまいります。

駅から数分、利便性が高い一方、大通りから一歩入っ
た落ち着いた雰囲気の立地。
もっともっと活用される、いい図書館になるポテンシャ
ルを持っていると感じます。
利用して感じるのは、館内の雰囲気が暗く感じるとい
う点と、探した本を落ち着いて閲覧する場所がない、
この 2点です。椅子だけではなく机も欲しい。また机
の場合も複数人で使う机はなんとなく落ち着かないで
す。他の図書館で壁に沿って閲覧席が多数設置されて
いるケースがありますが（渋谷中央、麻布、赤坂など）、
とても利用しやすいと感じます。
また、機能面ではありませんが、街に開かれたという
観点では、建物のみならず、その外構のデザインも一
考頂ければと思います。場所や敷地面積などが異なり
ますので、武蔵野プレイスのようにはならずとも、吉
祥寺図書館ならではの特徴やアイデンティティが感じ
られる建物になることを期待しています。

吉祥寺図書館は図書館単館施設なので、カフェや市民
団体のスペースは、限られた施設規模ということもあ
り困難ですが、学習やイベント開催などに利用できる
多機能スペースを設置していきたいと考えています。
そのうえで、子どもからシニア層まで、様々な世代の「本
をきっかけとした新たなつながりづくり」となるよう
施設整備を進めます。
吉祥寺図書館は駅至近のため、駅にはブックポストの
設置はしておりませんが、市民の利便性が高くなる様々
な方策を研究してまいります。

吉祥寺図書館の蔵書については、工事終了後のスムー
ズな配架を行うため、貸出は一時停止とさせていただ
きます。中央・武蔵野プレイスにも所蔵されていない
資料につきましては、都立図書館や他区市図書館から
の貸出で対応します。
休館中の対応については、一定のサービスが提供でき
るよう検討してまいります。

９

3 館とも日常的に利用している者です。
武蔵野在住の家族の代弁も兼ねて申し上げます。
〓図書館くらいは「直営」にできないものか。
理由⇒指定管理者制度というのは役所の無責任体質の
温床となる。半永久的に市の職員の派遣（出向）が望
ましい。
但、書店に図書館を運営管理させ、専門知識を持った
人材を法定最低賃金で使っている我が杉並よりは
問題は小さいかもしれない。
〓直営から指定管理者制度移行に伴い、現在の吉祥寺
図書館の非正規職員の雇用はどうなるのかが気になる。

※追伸
武蔵野在住の家族より
〓パブコメ期間が短い（普通は期間は 1ヶ月ですが）
〓ネット環境がない人は資料を見られない
との意見がありました。
私としてはこのサイトがあったので（提出）は楽でした。

10

実施にあたり、ネット環境が無い、または利用しづら
い方等も想定し、図書館各館に計画案の配置と紙ベー
スでの提出もご用意いたしました。

計画では、指定管理者として公益財団法人武蔵野生涯
学習振興事業団が望ましいとしております。これは同
事業団は市の財政援助出資団体であるため、図書館の
運営に関して市と理念の共有を可能とするなど多くの
メリットが考えられるためです。
当面、同事業団への市職員の派遣を予定しております
が、現在、市では司書職の採用を行っておらず、事業
団の方が司書率が高くなっています。
現在は、市で嘱託職員を直接雇用していますが、指定
管理後は、指定管理者が採用を行います。また事業団
では嘱託職員の処遇について、固有職員への登用制度
や、任期の定めのない任用制度など、人材の育成や定
着を図っているところです。
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番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

23

サインのわかり易さも含め、明るい、居心地の良い
施設へとリニューアルしてまいります。いただいたご
意見を参考に実施設計の中で検討してまいりますので、
是非、吉祥寺図書館へもお越しください。

番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

18

そう大きく変更のないように見受けます。今の図書館
には特に不満はありませんので、ドラスティックな改
装でないことに安堵しました。
休日の開館時間の延長はありがたいことです。

19

既存建築の良さを活かす，というところがたいへん良
いと思います．空間のゆとり，落ち着いて本が読める
しつらえ，座り心地のよい椅子を，できるだけ変えな
いでいただけると嬉しいです．時々，空気の悪さを感
じますので，換気設備がよくなることを期待します．
ネット予約を多く利用するので，取り置きコーナーは
便利と思います．現在，料理や手芸の本などは２階の
奥にありますが，ちょっと読もうと思うと，子供用の
テーブルを占領するようで心苦しいことがあります．
椅子だけでも置いてあるといいと思います．入り口の，
東側の扉から入ることも多いですが，重いですね，軽く
なれば嬉しいです．リニューアル楽しみにしています．

吉祥寺が一番古くなってしまい、使いづらさを感じて
いました。暗い、狭い、位置がよくわからない。プレ
イスの案内のわかりやすさと居心地の良さ、つい比べ
て、吉祥寺から足が遠のきます。
場所柄狭いのは仕方がないですが、サイン関係（案内）
が、大きくてわかりやすくなるといいです。
一階の外の風景は（人通りとか、自転車 /車とか、汚
い道路とか）あまり見たくないので、ガラスの下半分が、
すりガラスのようにぼんやりしていると嬉しいです。
プレイスばかり行っていましたが、リニューアルされ
たら、また吉祥寺に通いたいです。

20

練馬区関町図書館（休館中）の新聞コーナー
には新聞の折り込みチラシが置いてあった。
吉祥寺図書館でも置いて欲しい。利用者に商店の情報
が分かるのは便利だし、店にとっても宣伝になり地域
振興につながると思う。

21

土日祝日の開館延長は助かります。
建て替えではなく既存の施設を維持して行く方針は大
変好ましいですが、入り口ギリギリまで書棚が有るこ
とで入った時に圧迫感があります。また階段付近が暗
い印象なので、LED証明や壁紙をパールを含んだもの
にするなど明るい印象に変えられるとありがたいです。

22

開館時間は大変ありがたいと考えております。一方で、
職員の方のご負担もあろうかと思いますので、休館を
増やす等、一定程度利用拡大に向けて利用制限も考え
るべきだと存じます。

現在の吉祥寺図書館は、高耐久・長寿命化に主眼をお
き設計されておりますので、オリジナルデザインを尊
重したリニューアルを行なってまいります。

換気設備については、建物の保全の中で改修を行う予
定です。２階の児童スペースに関しましては、子ども
も大人も使いやすいように検討します。設備等につい
て、いただいたご意見を踏まえて実施設計の中で検討
してまいります。

新聞のチラシ等は、時代を反映する地域資料という観
点で収集する図書館もございます。地元情報の提供と
いう観点からもいただいたご意見を踏まえ、検討させ
ていただきます。

素案にある正面玄関を入ってすぐ左側のものは、パン
フレット架（裏面は雑誌架）で、圧迫感があるほど高
さのあるものではございませんので、ご安心ください。
階段付近の照明等に関しましては、実施設計の中で検
討させていただきます。

運営体制に関するご配慮ありがとうございます。
公共図書館の使命としてサービスの向上、利便性の向
上が大切であると考えておりますが、事業継続性の観
点も考慮して実施してまいります。

閲覧席の拡充
スペースの問題などもあるかとは存じますが、他館に
比して閲覧席が少ないように存じます。
今では図書館は図書資料の貸し出しの場のみならず多
様な役割を果たす中で閲覧席（個人が図書資料や ICT
を使って落ち着いて作業出来る場）は欠かせないもの
ではないでしょうか。
キャレル形式でなくとも、椅子やソファなど簡易なも
のを増やすだけで魅力がぐっと増えるのではないで
しょうか。

17

今年実施したアンケート等のご意見を踏まえ、コスト、
衛生面も含め、簡易な椅子の増設等も考慮し、閲覧席
の増加を図ってまいります。また、Wi-Fi 環境を備えた
学習スペースなど落ち着いて利用できる環境を整備し
ていく予定です。

イベントスペースに関しても貴重なご提案ありがとう
ございます。計画にある「本をきっかけとした新たな
つながりづくり」に向け、多様な利用者が緩やかにつ
ながる場の提供を通して、単なる利用者の枠を超えて
支え合うなどの取組みも研究してまいります。

来街者へのサービスに関して、吉祥寺ならではの人的
資源にご協力いただくことは有効であると考えていま
す。

イベントスペースの対象の拡充
今や武蔵野地域は開発がより進み、多くの企業人・ま
たはリタイアをされた方が住んでおられます。
また、近隣には大学も多く、世代間交流が可能な土地
であると考えます。
（比較するのも申し訳ないのですが、吉祥寺の飲み屋
街では上記のような交流があります。）
そこでイベントスペースを朗読会やお話会だけでなく
「リタイアされた企業人の経験を伝える場」「ビジネス
マンの交流の場」として活用されるとより活気立つの
ではないでしょうか。
（目黒？かどこかでやっていませんでしたっけ）
リタイアされた方は自身の経験を活かしたい、と思っ
ておられる方が多いかもしれませんし、若い世代はそ
ういった方の話を聞きたいと思っているかもしれませ
ん。多様なイベント開催に期待いたします。

・・

・

・

来街者に対してのサービス
記載されておられる意見には大賛成です。
吉祥寺・武蔵野地域は漫画関連（ゼノンなど）や芸能
関係など人的資源が豊富な地域であるかと思いますの
でそういった方々とコラボレーションされると話題性
が増すのではないでしょうか。
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番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

26

武蔵野プレイス同様武蔵野生涯学習振興事業団が運営
に携わるとのこと素晴らしいです。ついては一階のキャ
ナルデスクがなくなり二階に学習室が設けられるよう
ですが、武蔵野プレイスの学習室（大変重宝しています）
の様に大人も入れるようにしてください。宜しくお願
い致します。

番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

27

計画案の実現が楽しみです。現在、2階の隅に料理や家
事・育児についての大人向けの本がありますが、閲覧
スペースが幼児用の机と椅子のみで、非常に使いづら
いです。
子どもと大人、両方が利用しやすいように備え付けの
閲覧スペースの見直しを希望します

28

休館中、吉祥寺近辺に、分室などつくって、予約本の
受け取りと、返却ポストをつくってほしい。

29

本は重いので、自転車で訪れることもよくあります。
駐輪場は、大丈夫でしょうか。

30

場所がら土・日・祝の開館時間延長は賛成できるが、
祝日は５時閉館でも良いのではと感じる。武蔵野プレ
イスは自宅から遠いがインターネットパソコンがあり、
便利で時々利用する。吉祥寺図書館も同様になると使
い勝手が良い。建築費が高騰している中で建物自体は
解体せずに活かす案は良いと思う。親子連れが気兼ね
なく本に触れあえそうな計画案は賛成。

31

とても楽しみにしています。学生や、大人が、もう少
し使用しやすいようにしてほしい。Wi-Fi と電源を完備
して、pc を持ち込んで時間を気にすることなくゆった
り図書館を使用したい。武蔵野プレイスは、少し遠い
ため利用しにくい。コピー機も、ネットコピー出来る
ものにしてほしい。トイレも、改良するのはいいが、
和式も残して欲しい。

32

文庫本の整備には、図書館として長期の保管に向かな
いなど課題も多いですが、文庫本でしか手に入らない
本もあり、新書の充実と併せて検討してまいります。

文庫本の充実をお願いします。内外作家共に充実して
欲しい。手軽に持ち運び便利な文庫本は常に常備して
いただけるとありがたい。私の日常の行動範囲は、三
鷹市在住で世田谷図書館と武蔵野図書館をグルグル利
用させていただいていますがそれでも出版社への片寄
などから中々お目当に出会えない事も有ります。

運営体制に関するご意見ありがとうございます。
２階の学習スペースは、どなたでもご利用いただける
ように設けてまいります。

家具レイアウトの見直しを実施設計の中で行います。
２階の児童書コーナーに関しましては、子どもも大人
も気兼ねなくご利用いただける閲覧スペースを検討し
てまいります。

休館中の対応については、一定のサービスが提供でき
るよう検討してまいります。

駐輪台数を現在より多くすることは、施設の外側にほ
とんどスペースがないため困難ですが、駐輪場利用マ
ナーの徹底を呼びかけるなど、利用者する皆さまが使
いやすいよう、工夫してまいります。また、徒歩２分
程度のところに吉祥寺パーキングプラザ公共自転車駐
車場、吉祥寺駅東自転車駐車場等がございますので、
併せてご利用ください。

生活形態が多様化しており、土日に加え祝日の開館時
間延長も要望が多かったため、土・日・祝日の開館時
間を延長するものです。インターネットに接続できる
パソコンの設置は１台ですが、WiｰFi 環境も整備します
ので、ご利用ください。

いただいたご意見を参考に、施設整備を検討してまい
りますが、図書館のコピー機は、著作権法上の制約が
あり、図書館所蔵資料のコピーのみのご利用となって
おりますため、ネットプリントサービスについては難
しいと認識しています。
トイレは改修工事により、より使いやすいトイレ空間
としたいと考えています。

24

素案にある土日祝日の開館時間の延長には賛成であ
る。
素案６ページの記載のある「ヘビーユーザーの重視」
の内容が分かりにくい。
　（雑誌新聞閲覧スペースを中心に、一人が長時間独
占している、また居眠りをしている人を多く見かけ
る。本来目的で利用したい人が皆公平に使用できる
ルール作りをしてほしい。）
閲覧・学習スペースが極端に不足しているので、拡
大を希望する。このスペースについても、長時間一
人が独占することが無いよう、時間で利用を区切っ
たりする配慮をしてほしい。
吉祥寺駅に返却ボックスを設け、返却がスムーズに
できるようなことはできないか。

25

☆（高齢者のための）気軽な読書会を行い、利用者同士
が緩やかにつながる場を提供する。
☆（青少年のための）自己表現の場の提供
各世代の特徴やニーズを踏まえて、いろいろ検討して
下さって嬉しく思います。
上記の（　）部分は、各世代に限らないかもしれません。
たとえば乳幼児を一時でも預けて本を読んだり読書会
で話したりしたい子育て世代もいそうですし、「自己表
現」は募集してみたら、どの世代の人も欲している気
がします。それこそ吉祥寺に立ち寄った人々にも協賛
してもらえそうですね。　楽しみです。

本計画では新たなユーザーの開拓を一定志向しており
ますが、従来の利用者の皆さまにも、蔵書・閲覧席の
充実でお応えしていきたいと考えています。
限りあるスペースではありますが、閲覧・学習スペー
スの充実を実現してまいります。学習スペースについ
て、時間で利用を区切ることも運用上必要なことと考
えており、検討してまいります。
現在、返却ボックス（ブックポスト）は駅至近である
ため駅には設置しておりませんが、市民の利便性が高
くなる様々な方策を研究してまいります。

いただいたご意見も参考に、いろいろな世代に向けた
事業を検討してまいります。
利用者が緩やかにつながる場の提供は、本計画のなか
で目指している目標のひとつです。単なる利用者の枠
を超えて支え合うなどの取組みを通して実現を目指し
てまいります。

・

・

・

・
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・

32

番号 計画案に対するご意見 ご意見に対する回答

33

吉祥寺図書館リニューアルに関する意見として
＜希望＞２階児童書フロアにスタッフの方がいなくな
る時間帯に、１階につながる内線電話か防犯ブザーを
設置してもらいたいです
＜理由＞９月にスタッフの方がいない夕方の時間に子
供と２階フロアへ絵本を見に行ったのですが（いつも
は昼間利用していてその日初めてその時間帯でした）
一人の男性が私たちのすぐ横に来てずっとにらみつづ
けていたかと思うと、突然うめいたり叫んだりしなが
ら絵本をビリビリに破き、私も子どももこわくて逃げ
ることもできず こわい思いをしました。
私は動いたら追いかけてこられるのではと、１階につ
ながる階段の前に男性がいたので動けずにいたのです
が、もう１組親子がおり、そのお母さんが自分の子ど
もを私に託され、１階のスタッフさんを呼びに行って
下さり事態はおさまりました。結局、付き添いの方が
イヤホンで何か聴きながら遠くにいたので気づかな
かっただけで、絵本が目の前で破かれていたのはショッ
クを受け、待つ時間も恐怖でしたが実害があったわけ
ではなく、安心したのですが、もしも彼ではなく、本
当に人を傷つけようと思って２階に侵入してくるよう
な人が来た場合、または危険を感じて助けを呼びに行
きたい場合に、小さい子どもをかかえて１階まで逃げ
きるのは難しいのではないかと思いました。
スタッフの方がいる時間内に行けない人もいます。小
さな子どもが利用するフロアです。
もちろん防犯カメラは設置されていると思いますが、
もしものことがあった時の備えとして、１階にすぐつ
ながる内線電話、もしくは防犯ブザーを設置していた
だけると有り難いなと思います。
どうぞ宜しくご検討下さいますようお願いいたします。

34

工事期間中に関してですが、一定のサービスが提供で
きるよう方策を検討してまいります。

吉祥寺図書館リニューアルについてお願い
いつも利用させていただいています。住居は杉並区と
境界線の杉並区側です．足が不自由なのでムーバスで
行ける吉祥寺が助かります．
リニューアル期間半年も閉館してしまうとか。蔵書は
なくても、せめて小さな窓口を近くに設け、予約本と
返却の受け渡しだけでもしていただけないでしょうか。
あまり出歩けない体なので読書が楽しみです．

こわい思いをされた件、誠に申しわけございませんで
した。お詫びいたします。
リニューアル後は、２階にスタッフが常駐する計画に
なっており、安心できる利用環境が実現できると考え
ておりますので、ご安心ください。なお、火災等の災
害時も含めて東側に非常口が設置されております。

録音室外部からの雑音があります。（以前よりは少な
くなりましたが）

授乳室が録音室の奥に出来るようなので、特に安全
面は考えて欲しいです。警備員の方が巡回はされて
いるようですが、昼間でも暗いので。

録音室の冷房が強くて寒いです。長時間使用するた
め対処はしていますが、単独で調整できるといいの
ですが。

録音室前の廊下が暗く、夕方などは人気もないので
怖い。

実現不可能とは思うが、録音室のドアを中央図書館
のように真中部分ガラスにしてほしい。

録音室のドアについて。外側のドアにガラスが入っ
ていると、中から空けるとき外が見えて安全だろう
と思います。～扉が重いので、思いっきり開けたと
きや、外が暗い時など（照明が暗いため）。

録音室は障害者サービスのために設置したものです。
エレベーターにブックトラックを乗降りさせる音が
響いていたとの指摘を受け、気を付けるようにした
ため、だいぶ改善されたようです。今後とも作業の
音に配慮するとともに実施設計においても検討して
まいります。

現状でも単独での風量調整は可能です。実施設計の
なかで空調の機能について検討してまいります。

授乳室の配置については、ご指摘のとおりと考えま
すので、絵本のスペースの南側に場所を変更します。
また録音室前の廊下は照明の更新（ＬＥＤ化）及び
床の改修により、明るい環境の実現を目指します。

今回の工事で天井工事及び照明の更新（ＬＥＤ化）、
床の改修を予定しており、明るい環境の実現を目指
します。また改修後は、２階に職員が常駐する予定
です。

中央図書館では、ボランティア室の中に録音室があ
る構造になっています。吉祥寺図書館は録音室単独
ですので、ドアの一部ガラス化は防音性能が落ちて
しまうため、難しいと考えます。

前の質問でもお答えしました様に、録音室のドアの
一部ガラス化は防音性が落ちてしまうため、難しい
と存じますが、照明の更新（ＬＥＤ化）及び床の改
修により、できるだけ明るい環境の実現を目指しま
す。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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36

プライバシー面で吉祥寺図書館は弱く感じる。予約
棚、自動返却機等のデバイスは必要。

集会室は、学習スペースかつイベントスペースとし
ても使用できる、学習・講座室として整備します。

読書会を企画する団体に集会室を使わせる。一人じゃ
読めない難解な本でも読書会があれば読める。

夜間開館はやったらきりがない。光熱水費等を考え
ると、土日８時までやるなら、平日を何日か５時ま
でにするとかすべき。

地元密着情報だが吉祥寺にはいろいろな興味深い歴
史がある。吉祥寺を拠点とした文人や芸術家のこと
を調べて展示すると良い。

図書館と書店は対立する関係ではない。図書館で予
約待ち何か月にもなれば本は買うのではないか。

シニアのボランティアだが、本の配架や修理といっ
た漠然としたものでは集まりにくいのでは…読書会
を主催するといった、しぼった形で募集すると良い。

中高生は勉強する場所が欲しい、吉祥寺在住の漫画
家や作家に講演会をやってもらったら集まるので
は。

１階の雑誌閲覧コーナーは、普通のイスにして席数
稼ぐべき。地下のサンクンガーデンは吉祥寺図書館
のうり、夜など光が通りに漏れているとほっとする。

利用者にとって、直営でも指定管理でも、図書館の
役割、機能が果たされれば良い。きちんと説明する
事が大事。

集会室の利用率が低い。中高生の試験期間に勉強部屋
として開放しては？

学習・講座室では読書会等を行う予定です。団体に
講座等の開催をお願いすることについて検討してま
いります。

利用者のプライバシー配慮のため、予約取り置きコー
ナー、自動返却機を新設するほか、自動貸出機を増
設します。

吉祥寺の地元密着情報の提供を予定しておりますが、
そのなかで検討してまいります。

地元の書店の支援に繋がる方法がないか、研究して
まいります。

図書館利用者が単なる利用者の枠を超えて支え合う
など、施設運営等を自然に担っていただけるような
仕組みづくりを研究してまいります。

学習・講座室の整備やＹＡスペースの充実により、
中高生の利用も含めた学習スペースを確保します。
また、中高生が来館したくなるようなイベントにつ
いても検討いたします。

雑誌閲覧スペースの椅子はカジュアルなものとし、
席数も増やします。サンクンガーデンは吉祥寺図書
館の特徴のひとつと考えており、今後とも維持・整
備してまいります。

計画では、市・教育委員会と理念を共有し、密接な
連携をとることが可能である公益財団法人武蔵野生
涯学習振興事業団が指定管理者として相応しいとし
ております。今後とも市民の理解が得られるよう、
丁寧な説明をこころがけたいと思います。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

利用者の利便性及び周辺環境、コスト等を総合的に
考慮し、閉館時間を午後８時までとします。

・
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