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新図書館ＷＳ第３回～第４回【優先順位】意見集約 
 
 
★印は、得点が低かったが当日の話し合いでランクを上げた項目 
⇒印は、第３回ワークショップにおいて、グループごとに集約した意見 
赤字は主にハード的な意見 青字は主にソフト的な意見 
 
１４９点  バリアフリー 
       ⇒５６点  バリアフリー 
       ⇒３０点  バリアフリー 

⇒２３点  バリアフリー 
       ⇒２１点  バリアフリー 

⇒１０点  使い勝手のよい 
⇒ ９点  広い通路 

  
１４７点  充実したスタッフサービス 

⇒５４点  プロ意識の高いスタッフがいる 
⇒３５点  職員（司書）がそろっていて相談しやすい 
⇒２７点  相談しやすいスタッフと司書がいる 
⇒１８点  相談にのってくれる職員 
⇒１３点  やさしく対応してくれる職員 

 
★ ２５点  市民のだれもが利用できる（本・お話し会・出前） 

⇒２５点  市民のだれもが利用できる（本・お話し会・出前） 
 
★  ９点  子どもだけでも立ち寄れる 

⇒ ９点  子どもだけでも立ち寄れる 
 
１３９点  利用しやすい駐車場 
       ⇒３９点  駐車場が近く広く直接入れる 
       ⇒３１点  駐車場が近く雨に濡れない 
       ⇒２３点  駐車場が広くて近い 
       ⇒１７点  駐車場 

⇒１３点  駐車場が広く利用しやすい 
⇒ ９点  屋根付きの駐車場 
⇒ ５点  駐車場が隣に欲しい 

       ⇒ ２点  雨に濡れずに駐車場に行ける 
 
★  ６点  新聞や雑誌記事の検索ができる 
        ⇒ ６点  新聞や雑誌記事の検索ができる 

 
１３２点  飲食のできるスペース 
       ⇒３２点  飲食スペース 

⇒３０点  飲食コーナーがある 
⇒２３点  飲食のできるスペースがある 

       ⇒１８点  飲食ができるスペース 
⇒１７点  水飲み場を含め飲食できるスペースがある 

       ⇒ ８点  ちょっと素敵なレストランや喫茶店が隣接していて１日をのんびり過ごせる 
       ⇒ ３点  おしゃべりできるスペース 
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⇒ １点  飲み物コーナーがある 
 
１２９点  多目的に利用できる 
       ⇒４７点  多目的スペース 
       ⇒３０点  常用スペースで多目的に使える所 

⇒２５点  多目的に利用できる部屋 
       ⇒２０点  多目的に利用できる部屋 
       ⇒ ７点  多目的に利用できる 
 
１０２点  木と緑あふれる図書館 

⇒４０点  自然を活かした雰囲気のある図書館 
⇒１２点  景色がよい 
⇒１０点  まわりに緑が多い 
⇒１０点  公園の中にある図書館 
⇒ ８点  木の香りがする図書館 
⇒ ８点  市民ガーデンと緑の共有 
⇒ ６点  屋上庭園 
⇒ ６点  室内にグリーンがある 
⇒ １点  まわりに緑が多い 
⇒ １点  室内にグリーンがある 

 
  ９３点  本が選びやすい 

⇒３５点  目的の本が選びやすい 
⇒３２点  本を選びやすい 
⇒１９点  本が選びやすい 
⇒ ７点  目的の本が見つけやすい 

 
  ８８点  他の図書館や学校図書館とのネットワーク 

⇒３４点  ネットワーク化 
⇒１８点  県内外とのネットワーク 
⇒１６点  図書館のネットワーク化 
⇒ ９点  ない本はネットワークで他の図書館の検索ができる 
⇒ ７点  他の図書館とネットワークで検索できる 
⇒ ４点  学校図書館とのネット 

 
８６点  エコロジーな図書館 

⇒２９点  太陽エネルギーやエコロジーを取り入れた図書館 
⇒２５点  エコロジーな図書館で維持費が安い 
⇒１３点  維持費が安い 
⇒ ７点  エコロジーな図書館 
⇒ ７点  エコ 
⇒ ５点  エコロジーな図書館 

 
  ７１点  ユニバーサルデザイントイレ 

⇒２７点  ユニバーサルデザイントイレ 
⇒２４点  トイレが使いやすくてきれい（多目的トイレ） 
⇒１４点  人にやさしい段差のない使いやすいトイレ 
⇒ ６点  使いやすいトイレ 

 
  ６６点  本が多い・種類が多い 
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⇒４８点  豊富な資料・蔵書 
⇒ ７点  本が多い 
⇒ ７点  児童書が多い 
⇒ ４点  本がそろっている 
⇒ ４点  新聞や雑誌がたくさんある 

 
６６点  ゆったりスペース（書架） 

⇒２８点  書架が広く高くなく見えやすい 
⇒１４点  低い棚で見渡せる 
⇒ ９点  室内全体が見渡せる 
⇒ ９点  低い書架 
⇒ ６点  書架が広々している 

 
  ６５点  子ども主体のスペースやイベント（読み聞かせ・人形劇・朗読等のイベント） 

⇒２２点  子ども主体のスペース 
⇒１３点  お話しの部屋 
⇒１２点  読み聞かせ・朗読・人形劇などのイベントができる 
⇒１０点  児童室が独立スペース 
⇒ ６点  広い児童スペース 
⇒ ２点  児童室にお話し会ができるスペース 

 
５４点  開館時間が長い・祝日も開ける 

⇒１８点  祝日も開ける、開館時間が長い 
⇒１５点  開館時間が長い 
⇒１４点  開館時間が長い 
⇒ ７点  開館時間が長い 

 
５０点  明るく居心地のよい図書館 

⇒１９点  居心地のよい図書館 
⇒１３点  窓が多く明るい図書館 
⇒１１点  明るい図書館 
⇒ ７点  明るい図書館 

 
★ １９点  点字・大きな字の本 

⇒１２点  点字本・大きな字の本・専門書が充実している 
⇒ ７点  大きい字の本を多く 

 
  ４９点  郷土歴史資料が整理されている 

⇒１４点  歴史資料スペース 
⇒１３点  郷土歴史資料が整理されている 
⇒１０点  郷土資料の展示 
⇒ ８点  小諸の歴史がわかりやすく展示してあるコーナーをつくる 
⇒ ４点  郷土史が充実している 

 
  ４４点  ホッとする空間 

⇒２５点  くつろぎ 
⇒１０点  ゆっくりとくつろげる 
⇒ ６点  リラックスできるスペース 
⇒ ３点  リラックスできるスペース 
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  ４３点  大人のイベント 
⇒２４点  コンサート等のイベントが多い 
⇒ ８点  作家の原画展 
⇒ ８点  ギャラリーがある 
⇒ ３点  小諸ゆかりの作家との交流 

 
  ３９点  アクセス（市内どこからでも来やすい） 

⇒２０点  交通の便がよい 
⇒１２点  定期バスが運行している 
⇒ ７点  アクセス 

 
  ３８点  閲覧室にいろんなタイプの席（大机・個の椅子・ソファー） 

⇒２４点  閲覧室にいろいろなタイプの椅子があって、その時々で選べる 
⇒ ８点  閲覧室にいろいろなタイプの椅子があって、その時々で選べる 
⇒ ４点  書架の近くに椅子 
⇒ ２点  一人ひとりの場所がある 

 
★ １０点  一般と児童のカウンターを一緒に 
        ⇒１０点  一般と児童一つのカウンター 
 
  ３６点  ＡＶ設備が充実（コンピュータ） 

⇒１９点  音楽・映像作品が充実 
⇒１０点  コンピュータが利用できる 
⇒ ７点  ＡＶ試聴スペースが欲しい 

 
  ２７点  電話やインターネットで予約できる 

⇒１５点  電話やインターネットなどで予約できる 
⇒１２点  電話・インターネットで予約できる 

 
２４点  学習スペース 

⇒１３点  独立した学習室が別にある 
⇒１０点  学習スペースがあり学習しやすい 
⇒ １点  集中できる学習スペース 

 
２３点  音や声が響きにくく静かに読書を楽しめる 

⇒ ９点  音や声が響きにくい 
⇒ ９点  静かに読書を楽しめる 
⇒ ５点  静かに読書を楽しめる 

 
  １９点  託児室・授乳室がある 

⇒１０点  親子で友達と楽しめるスペース 
⇒ ４点  託児室がある 
⇒ ２点  託児をしてくれる人がいる 
⇒ ２点  授乳室がある 
⇒ １点  授乳室がある 

 
  １８点  独立した児童室 

⇒１４点  子どものスペース・児童室 
⇒ ３点  独立した児童室 
⇒ １点  明るくて暖かくて少々子どもがさわいでも大らかでいられる空間が欲しい 
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  １６点  靴で上がれる 

⇒ ９点  靴で入れる図書館 
⇒ ４点  靴のまま上がれる図書館 
⇒ ２点  靴のまま入りたい 
⇒ １点  靴で上がれる 

 
  １３点  まちの案内（観光・商店）市の窓口 
        ⇒ ９点  まちの案内（観光・商店）市の窓口 
        ⇒ ４点  まちの案内（観光・商店など）がある 
 
  １１点  夏は涼しく冬は暖か 

⇒ ６点  夏は涼しく冬は暖か 
⇒ ５点  夏は涼しく冬は暖か 

 
   ９点  ディズニーランドのように夢のある何度も何度も行きたくなる図書館 

⇒ ９点  ディズニーランドのように夢のある何度も何度も行きたくなる図書館 
    

９点  宿題を教えてくれる 
⇒ ９点  宿題を教えてくれる 

 
１点  お買い物をしながら図書館も行ける 

⇒１点  お買い物をしながら図書館も行ける 


