
ご意見

図書館ボランティア ー

市民活動支援センター ー

事務室 ー

トイレ・倉庫・更衣室 ー

フリースペース いいね！

事務所でなくカウンターにする（図書コーナー事務室）

いいね！

オープンテラス 屋根付きにする

その他
A案を支持するが、市民活動支援センターとのコラボレーションを重視してほしい

1階は象徴的な場所なので、図書にもまちづくりにも市民にアクセスしてほしいから

図書館ボランティア・対面朗読室 ー

市民活動支援センター ー

総合事務室は良いアイデアだと思う

・公民館（学び）と市民活動支援センター（市民公益活動）のコラボレーションによる市

民活動充実を図るべく事務機能も合体で良い

・職員配置の合理化

公民館スペースと市民活動支援センターの相互利用

・団体登録も合体できないか

事務室はオープンに

いいね！×２

トイレ・倉庫・更衣室 ー

フリースペース ー

図書コーナー ー

オープンテラス
飲食可能スペース、オープンテラス

テイクアウトを利用

その他

A案、B案ともに不備がある

図書・雑誌の盗難防止が円滑に機能しにくい。A案の事務室の位置は反対側の方が良い。

図書館の職員は利用者と同じ空間にいるべき→対人サービスを行う必要があるため

いつでも自由に来て自習ができるようにしてほしい

あまりうるさくなってしまうと自習室の意味がなくなる

スタディーコーナーと市民活動支援センターは別の建物にして、会議室等を確保する

いいね！

多目的室（大）
講座室は縮小しないで名前残す、増やす

よく利用するから、部屋がこれまで予約しづらい

トイレ・倉庫・給湯 ー

フリースペース ー

保育室 ー

和室
既存の和室利用者も使いやすくしてほしい

茶道などされている方が使いやすくしてほしいから

多目的室（中） 100㎡程度の部屋を残す（現 4会議室）

多目的室（小） ー

その他 会議室は360→273と減る案だが増やす案にする

クラフトスタジオ ー

キッチンスタジオ 明るい場所に食事スペースを確保

パフォーマンススタジオ（中） ー

サウンドスタジオ ー

パフォーマンススタジオ（大）多目的ホール（中） ー

トイレ・倉庫・給湯 ー

団体活動倉庫 ー

団体活動情報コーナー ー

フリースペース ー

ティーンズスタジオ ー

ティーンズラウンジ ー

多目的ホール ー

その他 ー

B1階

こいのぼりグループ

エリア名

図書コーナー

事務室

スタディーコーナー

1階

A案

B案

2階
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ご意見

図書館ボランティア・対面朗読室 ー

市民支援センター分割はいらない、グラデーションで

いいね！

事務室 ー

トイレ・倉庫・更衣室 ー

オープンカフェ（100円コーヒー、100円クッキーなど）障がい者施設の方活用

いいね！×３

図書館は市民センターに残す、増床の可能性を追求する

駄倉は児童書/駄倉地区センター/商工会議所　支援センターは現状の高架下

外からも入れる

ウォークインスルーに

いいね！

(図書コーナー側にもオープンテラスを設置して）ウォークスルーに

増設（別棟）

スタディーコーナー ー

多目的室（大） ー

トイレ・倉庫・給湯 ー

フリースペース ー

保育室 ー

和室 ー

多目的室（中） 間仕切りは音などありダメ

多目的室（小） 多目的→会議室

その他 スタディーコーナーの上の屋外：テラスとして活用

クラフトスタジオ ー

キッチンスタジオ ー

パフォーマンススタジオ（中） ー

サウンドスタジオ ー

パフォーマンススタジオ（大）多目的ホール（中） ー

トイレ・倉庫・給湯 ー

団体活動倉庫 ー

団体活動情報コーナー ー

フリースペース ー

ティーンズスタジオ ー

ティーンズラウンジ ー

多目的ホール ホールの間仕切りはしないこと

その他 名称は日本語

B1階

オープンテラス

その他

1階 B案

2階

かしわもちグループ

エリア名

市民活動支援センター

フリースペース

図書コーナー



ご意見

このスペースを保育室に

地下 ティーンズスタジオと交換もあり

17時で終わるならその後の使い方は？

情報コーナーは1階に

市民活動支援センターはアイトピア・西河原公民館に移すことを検討すべき（実態がよく分からない）

事務所がまとまっているのが良い

いいね！

トイレ・倉庫・更衣室 いいね！

フリースペース ー

図書コーナー ー

オープンテラス ー

その他 ー

講座室が足りない（こちらを多目的室にする）

スタディーコーナーは分類上は黄色（フリースペース）ではないか

スタディーコーナー必要　勉強するスペースを

スタディーコーナーにするにあたって、自由に出入りできるようにドアをなくす

トイレ・倉庫・給湯 ー

フリースペース ー

保育室
（このスペースを）図書コーナー、図書館ボランティア読み聞かせ（とする）

→図書館（分類上、図書館のスペースとなる）

和室 ー

多目的室（中） ー

多目的室（小） 分けるのはかえって使いにくい

スタディーコーナーの上の屋外：別の柱を立て、テント屋根

EVは広くなるのか？

ブロックプランのような具体的な段階になるとワークショップの意見交換も活発で具体的になる。次回、修正

案に対して再度時間がほしい

クラフトスタジオ 理科室としても使える部屋

こちらをティーンズスタジオにする

料理室で作ったものを食べるスペース→同じフロアで必要

パフォーマンススタジオ（中） 防音

吸音

楽器とカラオケで防音の仕方が異なる

パフォーマンススタジオ（大）多目的ホール（中） 防音

トイレ・倉庫・給湯 ー

団体活動倉庫 ー

団体活動情報コーナー 倉庫の充実、フリーコーナーの活用

フリースペース ー

ティーンズスタジオは分類上は黄色（フリースペース）ではないか

こちらをキッチンスタジオにし、隣のラウンジで飲食可にする

ティーンズラウンジではなく「ラウンジ」とする（飲食可）

ドアを付ける

ティーンズラウンジは平日ＡＭの利用は少ない→ＡＭは乳幼児を連れた保護者のラウンジに

部屋の半分を小上がり等

ティーンズラウンジ→1階の図書館ボランティアとされている部屋でどうか

居場所は場×人 ユースワーカーが必要

入りやすくゆるやかに外の人の目もある空間に

市民活動支援センター（社協）からユースワーカーを配置

多目的ホール ー

その他 ー

ティーンズスタジオ

1階 B案

2階

B1階

ティーンズラウンジ

スタディーコーナー

多目的室（大）

その他

キッチンスタジオ

サウンドスタジオ

かぶとグループ

エリア名

図書館ボランティア・対面朗読室

市民活動支援センター

事務室



ご意見

図書館ボランティア ー

市民活動支援センター ー

事務室 ー

トイレ・倉庫・更衣室 ー

フリースペース いいね！

事務所でなくカウンターにする（図書コーナー事務室）

いいね！

オープンテラス 屋根付きにする

その他
A案を支持するが、市民活動支援センターとのコラボレーションを重視してほしい

1階は象徴的な場所なので、図書にもまちづくりにも市民にアクセスしてほしいから

このスペースを保育室に

地下 ティーンズスタジオと交換もあり

市民支援センター分割はいらない、グラデーションで

いいね！

17時で終わるならその後の使い方は？

情報コーナーは1階に

市民活動支援センターはアイトピア・西河原公民館に移すことを検討すべき（実態がよく分からない）

総合事務室は良いアイデアだと思う

・公民館（学び）と市民活動支援センター（市民公益活動）のコラボレーションによる市民活動充実を図るべく事務機能も合体で良い

・職員配置の合理化

公民館スペースと市民活動支援センターの相互利用

・団体登録も合体できないか

事務室はオープンに

事務所がまとまっているのが良い

いいね！×３

トイレ・倉庫・更衣室 いいね！

オープンカフェ（100円コーヒー、100円クッキーなど）障がい者施設の方活用

いいね！×３

図書館は市民センターに残す、増床の可能性を追求する

駄倉は児童書/駄倉地区センター/商工会議所　支援センターは現状の高架下

飲食可能スペース、オープンテラス

テイクアウトを利用

外からも入れる

ウォークインスルーに

いいね！

A案、B案ともに不備がある

図書・雑誌の盗難防止が円滑に機能しにくい。A案の事務室の位置は反対側の方が良い。図書館の職員は利用者と同じ空間にいるべき→対人サービスを行う必要があるため

(図書コーナー側にもオープンテラスを設置して）ウォークスルーに

増設（別棟）

いつでも自由に来て自習ができるようにしてほしい

あまりうるさくなってしまうと自習室の意味がなくなる

スタディーコーナーと市民活動支援センターは別の建物にして、会議室等を確保する

講座室が足りない（こちらを多目的室にする）

スタディーコーナーは分類上は黄色（フリースペース）ではないか

いいね！

講座室は縮小しないで名前残す、増やす

よく利用するから、部屋がこれまで予約しづらい

スタディーコーナー必要　勉強するスペースを

スタディーコーナーにするにあたって、自由に出入りできるようにドアをなくす

トイレ・倉庫・給湯 ー

フリースペース ー

（このスペースを）図書コーナー、図書館ボランティア読み聞かせ（とする）

→図書館（分類上、図書館のスペースとなる）

防音

和室
既存の和室利用者も使いやすくしてほしい

茶道などされている方が使いやすくしてほしいから

100㎡程度の部屋を残す（現 4会議室）

間仕切りは音などありダメ

多目的→会議室

分けるのはかえって使いにくい

会議室は360→273と減る案だが増やす案にする

スタディーコーナーの上の屋外：テラスとして活用

スタディーコーナーの上の屋外：別の柱を立て、テント屋根

EVは広くなるのか？

ブロックプランのような具体的な段階になるとワークショップの意見交換も活発で具体的になる。次回、修正案に対して再度時間がほしい

クラフトスタジオ 理科室としても使える部屋

明るい場所に食事スペースを確保

こちらをティーンズスタジオにする

料理室で作ったものを食べるスペース→同じフロアで必要

パフォーマンススタジオ（中） 防音

吸音

楽器とカラオケで防音の仕方が異なる

パフォーマンススタジオ（大）多目的ホール（中） 防音

トイレ・倉庫・給湯 ー

団体活動倉庫 ー

団体活動情報コーナー 倉庫の充実、フリーコーナーの活用

フリースペース ー

ティーンズスタジオは分類上は黄色（フリースペース）ではないか

こちらをキッチンスタジオにし、隣のラウンジで飲食可にする

ティーンズラウンジではなく「ラウンジ」とする（飲食可）

ドアを付ける

ティーンズラウンジは平日ＡＭの利用は少ない→ＡＭは乳幼児を連れた保護者のラウンジに

部屋の半分を小上がり等

ティーンズラウンジ→1階の図書館ボランティアとされている部屋でどうか

居場所は場×人 ユースワーカーが必要

入りやすくゆるやかに外の人の目もある空間に

市民活動支援センター（社協）からユースワーカーを配置

多目的ホール ホールの間仕切りはしないこと

その他 名称は日本語

その他

キッチンスタジオ

サウンドスタジオ

ティーンズスタジオ

1階

A案

B案

2階

B1階

ティーンズラウンジ

スタディーコーナー

多目的室（大）

保育室

多目的室（中）

多目的室（小）

事務室

フリースペース

図書コーナー

オープンテラス

その他

全グループ総合

エリア名

図書コーナー

図書館ボランティア・対面朗読室

市民活動支援センター




