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香里ケ丘図書館建替えと香里ケ丘中央公園整備に関するアンケート等の 

実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

  平成 29年 11月 30日（木）～平成 29年 12月 19日（火） 

２ 意見募集方法 

  ①ホームページへの入力による提出 

  ②書面による提出（市内 23か所に意見回収箱を設置、FAX・郵送） 

３ 意見提出者数 

89人(インターネット、回収箱への回答)  

４ 公表意見数 

  188件（説明会等の意見含。内市民アンケートは 171件） 

 

１．あなたは図書館と公園をどのように利用したいとお考えですか。隣接する図書館と公園との機能連携

についてご意見をご記入ください。（33件） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●住宅地にある図書館が、子ども連れの家族をターゲ

ットにして、図書館と公園を連携させて活用しようと

するのは妥当である。 

●図書館と公園をブリッジやスロープでつなぐべき。 

●子どもが安全・快適に公園と図書館を行き来できる

ようにしてほしい。 

●図書館を出れば、目の前に緑や花があふれる公園に

つながるブリッジがあるのは、高齢者にとって大変良

い。 

●図書館と公園はできるかぎりフラットにすべき。 

●ブリッジの本数は少なくしてもよい。 

●公園と図書館の連携は、図書館利用者が外部で読書

するなど、公園は図書館の補助的な使い方が望まし

い。 

●図書館の建替えと香里ケ丘中央公園再整備は機能

連携を考えずに切り離して実施すべき。 

●図書館と公園はそれぞれ役割が異なるため、ブリッ

ジは不要である。 

●「公園や街路樹のみどりと調和のとれた図書館」と

いうのは良いが、図書館と公園をブリッジやスロープ

でつなぐことでかえって台無しになるのではないか。 

●図書館と公園の一体的整備には絶対反対。 

図書館と公園の一体的整備により機能連携を図

ることで、香里ケ丘地域の魅力を高めていく考

えです。機能連携の具体的な取り組みとして、

図書館北側に公園に繋がる車椅子でも通行可能

な緩やかなスロープ状のブリッジ（１本）の設

置や公園の広場を利用した様々な取り組みを促

進する考えです。 

 

 

参考資料１ 
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２．公園との一体利用を考える場合、図書館をどのように整備すれば効果があるとお考えですか。図書館

の施設整備等についてご意見をご記入ください。（59件） 

（建物の構造等に関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●安全の確保、建物の保護、近隣住民の生活環境への

配慮のため、屋上を活用するのは反対である。 

２階にテラスを設け多くの方に利用してもらう

考えです。 

●図書館の公園側に大きな窓を設け、西側は本のヤケ

を防ぐ工夫が必要である。 

●ガラスを多く使用する建物は、地震時等に危険では

ないか。 

●図書館は、公園の緑や草花を楽しめるよう窓を大き

くして、天井が高く明るい空間にしてほしい。 

●図書館の建物は、耐久性のある構造とし、窓から森

の見える図書館にしてほしい。 

●図書館は、外部からの騒音、視線、気配等の影響を

受けないようにする工夫が必要である。 

●明るい室内にしてほしい。 

西側壁面のガラス面については縮小するなど、

西日の影響による本のヤケを防ぐ工夫をすると

ともに、公園の緑を眺めながら閲覧できるよう

設計を行います。 

また、図書館は耐久性のある建物とし、安全面

を考慮した設計を行います。図書館の天井高や

室内の照度など、図書館サービスの低下につな

がらないよう対応します。 

●市民利用区域へのソーラーパネル設置は危険であ

り、また高コストであるため、屋上緑化を検討すべき。 

ソーラーパネルの設置については、安全や費用

対効果の視点などを踏まえ取り組みます。 

●図書館は独立した建物として設計をやり直すべき

である。 

魅力的な施設となるよう図書館と公園の一体的

整備による機能連携を推進します。 

●図書館地下に駐車場、１階に駐輪場、２、３階には

エレベーターで上がれるようにしてほしい。 

●近隣に民間コインパーキングがあるので、それらと

連携した駐車場利用を検証するべきである。 

駐車場は障害者・妊婦等が図書館を利用しやす

いように屋外に一定数を確保する予定です。ま

た、建物は２階建てとし、エレベーターを設置

する予定です。 

●図書館本来の役割に滞在型などの新しい機能を加

えて、図書館の施設・設備の構想を先に構築してほしい。 

基本設計でお示しする予定です。 

●図書館と集会室棟を一体的に整備してほしい。 図書館の２階部分に集会等も可能な多目的室を

設置する予定です。 

●地下水の冷暖房への利用も検討すべき。 地下水を冷暖房に活用する予定はありません。 

●香里ケ丘図書館は建替えせずに、改修で対応するべ

きである。 

老朽化への対応とともに、香里ケ丘地域のまち

の魅力向上の観点から、建替えを進めます。 

●現計画では、図書館の駐車場が商業施設の駐車場入

口と干渉しているので、駐車場は図書館の北側に設置

すべき。 

駐車場の出入口の安全面については、交通対策

の部門と対策を検討していく考えです。 

●床は現図書館同様のカーペットにしてほしい。 カーペットタイプの床材を含め検討します。 

●床吹出、床吸い込みの空調は埃の舞い上がりを防げ

ない。 

床吹出、床吸い込みの空調の類似施設を見学し

たところ、暖気や冷気を直接感じることができ

るなど、快適な空間となっていました。 
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（新図書館の空間作りや付与する機能に関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●家族連れで気軽に利用できるように、図書館の談話コー

ナーを拡充し、一般図書と児童図書の一体化を進めるべ

き。 

●子ども、子育てスペースがある、玄関のギャラリー展示

できる、談話広場、お茶やおしゃべりができる、ブラウジ

ングスペースがあるのはとても良い。 

●談話室ではなく静かな休憩室に変更してほしい。 

●育児室と読書場所は子どもの声が聞こえないように離

してほしい。 

●図書館は静かに利用する場所なので、幼児用に別室を設

けるのは賛成である。 

●図書館は図書館として静かで心地よい環境整備を希望

する。 

●人の流れが滞らないよう利用者の動線を工夫すべき。 

図書館の空間作りにあたっては、公園の緑

を生かすとともに、図書館に静けさを求め

る人、親子連れなど図書館に入館しやすい

和やかさを求める人双方に満足いただける

よう工夫します。また、図書館の空間活用

にあたっては、利用者の動線を意識した書

架配置とします。 

●民間事業者と連携し「読書カフェ」を設置すべき。 

●図書館は、都心、市駅前のブックカフェではなく、読書

や調べものをするなどの図書館本来の機能があればよい。 

図書館にカフェ等の飲食物を提供する機能

を持たせる予定はありません。 

●図書館内を分類ごとにパーテーション化すべき。 館内は、安全性確保のため見通しを良くす

る必要がある等から、パーテーション化は

考えておりません。 

●滞在型図書館として、自習コーナーを無くし、充分な一

般書架用の座席数を設けるべき。 

従来図書館に自習コーナーを求める声は多

く、滞在型図書館の機能の一つとして、自

習コーナーを設置する予定です。 

 

●図書館内に大中小の集会室を設けてほしい。 図書館２階に、用途に応じて部屋を区切る

ことができる可動式のパーテーションを備

えた多目的室を設置する予定です。 

●窓に沿って一人ずつ座る読書・自習スペースを設けるべ

き。 

●滞在型の図書館にしてはブラウジングスペースが狭い

のではないか。 

●図書館は、公園に面した側の窓をガラスにし、窓に沿っ

て、机を配置するとともに、北側の道の終結部と健康広場

の北側部分にも閲覧席を設けるべき。 

●公園の緑が見えるガラス張りの読書スペースがほしい。 

閲覧席は現在以上に確保する予定です。 

●書架はデザインを加えずシンプルなものにすべき。 書架のデザインにも配慮します。 



4 

 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●気分が悪くなった利用者の休息場所を確保すべき。 気分が悪くなった利用者に対しては、救急の手

配をするなど、状況に応じて適切な対応を行い

ます。 

●図書館に公園の景色が楽しめる見晴らしのよい休

憩スペースを設置してほしい。 

図書館には、談話スペースやテラス等の設置を

予定しています。 

●現図書館の壁面の「枚方市の地図」を新図書館でも

設置してほしい。 

「枚方市の地図」は、新図書館においても何ら

かの形で設置したいと考えております。 

 

●火薬工場の跡地にできた香里団地の中の図書館で

あることを踏まえ、図書館が「平和のシンボル」であ

ることを後世に伝える展示場所を確保してほしい。 

新図書館のコンセプトについては、香里ケ丘図

書館建替え基本計画でお示ししたとおりです。 

香里地区の歴史を伝える資料については、枚方

地域コレクションの一部として、積極的に収

集・提供したいと考えております。 

 

●香里ケ丘の歴史コーナーを、新図書館の目玉にし

て、火薬工場の石柱をモニュメントにして設置してほ

しい。 

香里地区の歴史を伝える資料については、枚方

地域コレクションの一部として、積極的に収

集・提供したいと考えておりますが、博物館で

はないため、火薬工場の石柱をモニュメントに

して設置する予定はございません。 

 

 

（図書館の設備・備品に関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●図書館は図書館本来の機能を充実させ、流行に左右

されない多様な書籍や資料を所蔵すべき。 

●各世代に応じた書籍や漫画を多くそろえてほしい。 

●読書習慣を身に付けるため、大型紙芝居や布絵本な

どを置き、小さい頃から本に親しめるようにしてほし

い。 

図書館では、幅広いジャンルの蔵書の充実に努

めます。特に子ども読書推進に係る資料につい

ては、充実したいと考えております。 

●図書館に、セルフ貸出機、セルフ返却機を設置して

ほしい。 

図書館にセルフ貸出機を設置する予定です。 

●「旅コーナー」「健康コーナー」「趣味コーナー」な

ど、図書の特集コーナーを作ってほしい。 

図書の特集コーナーについては、市民のニーズ

を踏まえ、時機に応じて多様な特集を組みたい

と考えております。 

●世界各国のニュースが視聴できるモニターを設置

してほしい。 

 

世界のニュースを検索できる情報通信端末の設

置を検討しています。 
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（その他のご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●図書館が税金で運営されていることを踏まえ、利用

効果の少ないものは、十分に精査してほしい。 

図書館の整備にあたっては、費用対効果の視点

を踏まえた設計となるよう努力いたします。 

●ワークショップの必要性がない。十分な計画策定を

しており、後は微調整と説明があればよい。 

●市民の意見を聴く機会を充分に設けて図書館の内

容を充実させることで、利用率や若者世代の読書率は

向上するのではないか。 

２月に市民説明会の開催を予定しており、伺っ

たご意見を参考にして、本事業に取り組んでい

きます。 

また、ご意見等がありましたら担当部署へご連

絡をお願いします。 
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３．両施設の機能連携を進めるにあたり、公園をどのように整備すれば効果があるとお考えですか。公園

の施設整備等についてご回答、ご記入ください。 

３-（１）公園にある現存樹林（みどり）をどのように整備すべきとお考えですか。次のうちからお選び

ください。 

№ 選択肢 回答数 市・教育委員会の考え方 

① 
樹林を伐採し見通しを良くして明るさと安全

性を確保する。 
14 

「できるだけ現状維持を確保」や「樹木

を伐採し見通しを良くして明るさと安

全性を確保する」といった意見が多いこ

とから、現存樹林については、安全・安

心な維持管理を図るため、必要最小限の

伐採や剪定を行い、できるだけ樹木を残

すように整備します。 

② 
①に加え樹林を保全する区域と活用する区域

に分けて整備する(活用は図書館周辺のみ) 
6 

③ 
①に加え樹林を保全する区域と活用する区域

に分けて整備する(活用は図書館周辺・ほか） 
7 

④ 
できるだけ現状を確保(外来種や倒れる恐れの

ある木などは伐採する) 
41 

⑤ 
その他 

5 

 

３-（２）公園にどのような施設を整備すべきであるとお考えですか。次のうちから３つお選びください。 

№ 選択肢 回答数 市・教育委員会の考え方 

① 遊具 4 回答内容を基に、財政状況などを踏まえ

検討します。 ② ベンチ 46 

③ 水のみ手洗い 28 

④ トイレ 33 

⑤ 樹林内での散策路 17 

⑥ 園路 7 

⑦ 芝生広場 13 

⑧ 展望台 3 

⑨ 四季の花壇 19 

⑩ 運動場の照明 2 

⑪ 公園照明 20 

⑫ 時計台 10 

⑬ 駐車場 2 

⑭ ⑭その他 7 
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３-（３）その他、公園の施設整備等についてご意見を記入ください。(40件) 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●図書館と公園の連携は不要。バリアフリーの充実を望

む。 

●若い人や、高齢者、本が好きな人など様々な意見があ

るため、シンプルに公園と図書館を一体にするべき。 

魅力的な施設となるよう図書館と公園の一

体的整備による機能連携を推進します 

●現在の公園は枯れ木や倒木があり危険である。 

●自然を保全することは重要だが安全に利用できる社会

環境の構築が第一である。 

●樹木を現状維持することは自然保全とはいえない。 

●樹林は修景と環境の観点から必要であるがアラカシで

なくてもよい。 

●アラカシは香里のシンボルと決めたわけではない。

青々した高木という感じで選定すれば良い。 

●今の自然を守って欲しい。特にアラカシの森の保全を

求める。 

●緑を守りもっとふやし本当の自然公園にしたいです。 

●公園はできるだけ林を残して、保全してほしい。 

●動物の生息を示す案内板等を設置し自然ミュージアム

のようにしてほしい。自然とのふれあいが思考能力や感

性を養うとも聞きます。今ある自然を大いに活用してほ

しいです。そのためにも放置されている森の整備や森の

復活を期待しています。ただ単に物理的につなぐ（ブリ

ッジ）だけでは意味がないのではと思います。皆さんに

喜ばれる建替えと森の整備を。 

●公園整備当初から緑は成長し、良い自然環境をつくっ

ている。 

●人工的な工作物を整備するのではなく現状の樹林の多

い状態を確保して、公園ではなく香里団地の貴重な森と

して中央公園を整備して欲しい。 

●香里ヶ丘中央公園には一年を通じて生息・繁殖してい

る野鳥のほか、渡り鳥もやってきます。これらの野鳥と

静かにふれあえる公園としての価値を認識し保全してい

ただくよう願います。 

●防犯をしっかり踏まえたうえで死角がなく緑豊かであ

り、既存のものを活かした整備をして欲しい。 

●樹木の保全に努め剪定し下草の生える様にする。 

●桜や緑を保存して頂きたいです。 

●図書館裏の法面があぶない。間伐すべき。 

樹林地・図書館に面した法面の樹木について

は、安全・安心な公園整備を行うために必要

な伐採や剪定を行います。 



8 

 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●障害者、子ども連れの利用しやすい施設を整備してほ

しい。 

●小さい子から大きな子までが遊べる遊具がほしい。親

が見守れるスペースがほしい。 

●遊具の整備に関しては事故が懸念される。防犯上から

照明灯は必要。展望台は不要。近隣住民のプライバシー

に配慮を。 

●健康遊具を設置してほしい。誰もが運動する機会を得

られる工夫が欲しい。 

●広々とした公園がよいので遊具は不要。 

 

遊具については、地域の意見や財政状況など

を勘案し検討します。 

●子どもがボール遊びできる場所を確保してほしい。今

の小広場をイベント広場とすると、のびのび走り回って

ボール遊びができるスペースが減ってしまう。大グラウ

ンドの無料開放も必要ではないか。 

●中央公園の有料グラウンドは現在囲われているが 30

年ぐらいまでは子ども達が自由に遊べる場であった。野

球少年・ゲートボール・サッカーなどの流行により危険

になったので囲われたことは仕方がない。ならば他の場

所は今まで通り自由に使える場として欲しい。 

 

子どもたちがボール遊びできる広場につい

ては、地域の同意や考え方についての整理を

行ったうえでの要望が必要です。大グランド

（多目的運動広場）の開放については、月曜

日に行っております。 

●アスレチック遊具等を設置して、事故など発生した場

合、責任はどこにいくのでしょうか？ 

 

遊具による事故については、発生状況にもよ

りますので責任の所在は一概には言えませ

ん。 

●芝生広場の整備は魅力的である。 

●東屋を整備してほしい。 

●ステージを作る必要なし。 

貴重なご意見として、整備の参考としていき

ます。 

●深夜にたむろする若者の声や夏の打ち上げ花火がうる

さい。施設整備のために自然林を減らすことはやめてほ

しい。森や生き物を害さないようにしていただきたい。 

●深夜、スポーツ施設利用者の行動が迷惑である。 

 

騒音など公園の日常的な管理については、そ

の都度対応させていただきます。樹木につい

ては、安全・安心な公園整備を行うために必

要な伐採や剪定を行います。 

●ただただ静かな環境を希望します。 貴重な意見として参考としていきます。 

●小広場北側の園路に倉庫大小 2庫を設置している。 

現在はグラウンドゴルフの道具入れとしている。 

 

現地調査の上、適正に対応いたします。 
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ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●バスケットゴールは残してほしいしもっと整備してほ

しい。 

●バスケットゴールはとても人気のあるスポットなので

なくさないで下さい。 

●バスケットボールゴールの撤去を希望する。 

周辺から目の届かない遊具は設置すべきでない。夜間、

中学生らがたまる他、転落事故の発生が考えられる。 

遊具については、周辺状況を勘案し設置して

いきます。バスケットゴールの撤去は、地域

全体の意見があれば検討いたします。 

●緊急時の避難場所の確保のためあまりいろんな施設・

遊具を設置しないでほしい。 

貴重なご意見として、整備の参考としていき

ます。 

●現状の公園を整備すれば充分。 

●旧バラ園の跡には女優、八千草薫さんもお勧めのビオ

トープをつくって近隣の小学校幼稚園の子どもたちの自

然観察の場にしてほしい。 

●旧バラ園を整備し、縮小して真ん中に樹木又は花を植

え周囲にベンチを置いてはどうか。 

●散策路は現在のルートのまま安全な路面、階段に改修

する。 

●市内で伐採した後の木をチップにして公園内に撒けば

寝たきり防止のため足腰にもやさしい散歩道になりま

す。 

●旧バラ園からグラウンドに通じる階段はなだらかなス

ロープにする。 

●水のみ場は現在グラウンドの東に 1 箇所あるだけなの

で西側にも設置する。 

旧バラ園については、図書館との機能連携を

図るため、整備を行います。散策路について

は、安全・安心の観点で整備を考えます。旧

バラ園からグラウンドに通じる階段や水の

み場の設置については、財政状況を踏まえ検

討していきます。 

●あまり用途を限定的にしない方が良いのではないか。

しかし整備は必要。 

●ヨーロッパ(特にドイツ)の公園のように自然のままの

公園で自然の姿を楽しめる公園にすべき。そういう文化

を発信できる先駆となってほしい。 

貴重なご意見として、整備の参考としていき

ます。 

●山を削ってまでの駐車場の拡大はしないで下さい。自

然破壊です。 

駐車場の拡張は、山を削らずに整備を検討し

ます。 

●児童公園でボール遊びをしていると外にボールが出て

行くことがあるのでフェンスをつけてほしい。 

●児童公園の“ガケ”はボール当てに使っているのでな

くさないでほしい。 

児童公園のフェンスの設置については、地域

全体の意見を参考に検討したいと思います。 
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ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●公園周辺の道路が夜は大変暗いので照明が増えて

欲しいです。 

●夜でも安心してとおれるように照明は絶対つけて

ほしいです。 

●公園には監視性、領域性、抵抗性がないのでその３

点を整備して欲しい。 

道路の照明については、防犯灯や街路灯などの

設置を地域要望していただき対応願います。公

園内の照明については、状況を勘案し考えてい

きます。 

●民間(利用料を市に払い)開催でのイベントも適時

開催もよい。市民団体と市民利用は優先ですが。 

イベントなどについても、地域の賑わいにつな

がるよう検討していきます。 

 

４．その他ご意見をご記入ください。（56件） 

（新図書館の建設に関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●工期をもっと短くしてほしい。 現在のスケジュールでも非常にタイトなものと

なっており、これ以上の短縮は難しいと考えて

います。 

●解体工事のときは、アスベスト処理や通常気づきに

くい危険事項についても充分配慮してほしい。 

既設建物の解体にあたっては、安全に十分に配

慮して実施します。 

●広い駐車場を整備してもらえれば、図書館に行くつ

いでに子どもと公園も利用できる。 

駐車場は、基本的に障害者や妊婦など、配慮が

必要な方のために整備する予定です。 

●図書館は実質的、機能的、便利を中心にすえた計画

で再建してもらいたい。 

●図書館は、市民の声によく耳を傾けて、もの珍しさ

を重視するのではなく、本当に使い勝手のよい、もっ

と居たい、もう一度来たいと思われる施設にしてほし

い。 

香里ケ丘図書館建替え基本計画を基づき、市民

からいただいたご意見も踏まえ、整備を進めて

いきます。 

●図書館の外観は、近代的なものではなく、もっと自

然で優しい外観にしてほしい。 

基本設計でお示しする予定です。 

●図書館は静かに本が読める場所であることが必須

条件。 

●図書館は本来の目的どおり静かな空間であってほ

しい。子育てスペース、談話広場などは不要である。 

図書館の空間作りにあたっては、公園の緑を生

かすとともに、図書館に静けさを求める方、親

子連れなど図書館に入館しやすい和やかさを求

める方双方にご満足いただけるよう工夫しま

す。 
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（図書館サービスに関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●建替え休館中に、南部生涯学習市民センターにて新

聞雑誌が現行どおり閲覧できるようにしてほしい。 

南部生涯学習市民センターにおいて、予約図書

の受渡しを中心とするサービスを実施いたしま

す。 

●市民の学ぶ権利に配慮して、建替えの間、予約図書

の受渡しだけではなく、蔵書のある仮設の図書館をつ

くってほしい。 

設置場所や予算の確保が難しいため、蔵書のあ

る仮設の図書館の設置の予定はございません。

ご不便をおかけしますが、現図書館の解体後、

新図書館開館までは、南部生涯学習市民センタ

ーにおける予約図書の受渡しを中心とするサー

ビスや、自動車文庫、近隣の図書館分館・分室

のご利用をお願いします。 

●図書館の利用者を増やすために、もっと蔵書を充実

させてほしい。 

蔵書については、閲覧室に６万冊の配架が可能

なスペースを確保し、蔵書の充実に向けて努力

します。 

●香里ケ丘図書館は、専門職である図書館司書を配置

し枚方市直営で運営すべきで、指定管理者制度を導入

すべきではない。 

●直営と指定管理者による図書館分館運営を比較検

討するために、香里ケ丘図書館は直営で運営すべき 

香里ケ丘図書館は、中央図書館と分館の役割分

担、サービス向上、効果的・効率的な図書館運

営の観点から、必要な図書館司書有資格者を配

置する指定管理者による運営を予定していま

す。 

 
 

 

（公園整備に関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●公園の運動スペースはあまり大きくしないで柵を

設置し、小さな子どもたちが安心して遊べるスペース

を確保してほしい。 

 

運動スペースを整備する予定はありません。 

●グラウンドのフェンスを高くしてほしい。 

●グラウンド開放の日をもう少し増やしてほしい。 

グラウンドのフェンスについては、利用者など

からの意見を踏まえ検討していきます。 

グラウンドの開放日の増加については、今のと

ころ予定していません。 

●公園の多くの人が集うスペースは、見通しの良い区

域とし、自然ゾーン（区域）と区分けする方がよい。 

 

利活用に応じた整備を検討します。 

●バラ園跡は芝生にせず、今のまま残してほしい。 

●芝生の管理は難しいので、芝生を植えるのには賛同

できない。 

バラ園については、図書館との機能連携が図れ

るみどりの広場として改修を予定しており、適

正な維持管理が図れるよう検討します。 
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●香里団地には緑が十分に存在しており、今回の工事

によって撤去される樹木などによる地域の環境に対

する影響は小さいと考える。 

●図書館整備にあたっては、これから図書館を利用す

る子どもたちへの影響などを考え、図書館改築による

メリットを活かすことの方が、工事により樹木などが

伐採されることによる環境への影響よりも格段に重

要なので、大局的な見地から計画を推進してほしい。 

●図書館の建て替えに伴い、多少は自然が犠牲になる

のはやむをえないが、公園の整備は希望しない。 

●公園の木は不必要に切らないで、自然のまま残し、

緑をもっと増やしてほしい。 

●中央公園の自然破壊は後世への負の遺産となる。 

●公園は、危険な箇所もあり、整備が必要なのも事実

だが、できれば造成された公園ではなく、自然豊かな

ままにしてほしい。 

 

公園の樹木の伐採については、市民のご意見も

参考にしながら、公園利用者の安全・安心の確

保及び公園機能の充実、外来木の駆除等の観点

を踏まえ実施します。 

●公園の整備について、周辺住民のプライバシーが侵

されないように配慮してほしい。 

近隣の生活環境に配慮した公園整備に努めま

す。 

●グラウンドゴルフの用具保管場所の確保をお願い

したい。 

私的な用具保管物の設置は認められません。 

●野外ステージの設置は近隣住民にとって迷惑であ

る。 

野外ステージは設置しません。 

●公園整備の一環として、近隣マンション前の斜面の

補強工事もしてほしい。 

公園北側の樹林地にある法面については、日常

の維持管理を行う中で対応します。 

 

●屋外トイレは新図書館に集約し、夜中にマンション

前の小広場に若者が長時間たむろしないようにして

ほしい。 

日常の要望などについては随時お聞きし対応し

ます。 

●公園施設利用料金の可否を明確にしてほしい。 

●整備が有料化につながらないようにしてほしい。 

公園施設の有料化については、駐車場を除き今

のところ予定していません。 

 

（市民からの意見聴取に関するご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●市民の声を真摯に受けとめてほしい。 

●市民、地域住民の声を可能な限り聞いて計画に活か

して欲しい。 

伺ったご意見を参考にして、本事業に取り組ん

でいきます。 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 
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ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●３月の市民説明会後、市民アンケートを行い、意見

を反映した上で、公園設計に移行してほしい。 

幅広いご意見はこれまでの市民アンケートでう

かがいました。市民アンケートを実施する予定

はありませんが、ご意見等がありましたら担当

部署へご連絡をお願いします。 

●市が進めている設計に納得し、楽しみにしている人

たちは説明会に参加していない。「反対」の声に引っ

張られて工期が延びるようなことにならないように

行政主導で計画を進めてほしい。 

香里ケ丘図書館建替え基本計画に基づき、市民

からいただいたご意見も踏まえ、図書館と公園

の一体的整備による香里ケ丘地域の活性化を推

進していきます。 

●間接民主制度のもとに市議会の承認を得るだけで

なく、それを補完するための住民の直接関与や対話、

熟議が必要。 

２月に市民説明会の開催を予定しており、伺っ

たご意見を参考にして、本事業に取り組みます。

また、ご意見等がありましたら担当部署へご連

絡をお願いします。 

●行政だけでプランを策定するのではなく、住民、行

政、設計業者が十分に意見交換できるワークショップ

や情報公開などを通じて、納得のいく計画を創り上げ

るべき。 

ワークショップ開催の予定はありません。 

情報公開請求があれば、存在するお求めの情報

は開示します。 

 

（その他のご意見） 

ご意見の要旨（要約） 市・教育委員会の考え方 

●維持管理のために住民主体の管理体制（アダプト）

作りが必要である。 

 

公園の維持管理において、地域との協働が図れ

るか検討します。 

●費用対効果をもっと意識してほしい。 費用対効果を踏まえた、図書館の整備、運営に

努めます。 

●中央図書館長は建替え中止を発議してほしい。 老朽化等の対応とともに、香里ケ丘地域のまち

の魅力向上の観点から、建替えを進めます。 

●現地説明会をしてほしい。 現地説明会の予定はありません。 

●説明会では、イメージ図はあくまで「イメージ図で

ある」ことをもっと丁寧に説明すべきだったのではな

いか。 

イメージ図の説明が足りなかったことについて

はお詫びします。 

（注）本アンケートのご意見の要旨は、各設問の質問内容に沿ったご意見を取り上げており、質問内容に

そぐわないご意見は記載しておりません。また、４のその他のご意見欄に記載のあった内容のうち、すで

に１、２、３の設問におけるご意見に同内容のご意見がある場合は、記載しておりません。 

 


