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「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な考え方(案)」についての 

市民アンケートの実施結果について 
 

枚方市立図書館第３次グランドビジョンに基づき作成いたしました「枚方市立図書館分室等の見直し

に関する基本的な考え方(案)」について、市民の皆様のご意見を伺うため、市民アンケートを実施し、

さまざまなご意見をいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうございまし

た。 

本アンケート実施結果は、図書館・分室等のアンケート回収箱やインターネット経由でお寄せいただ

きましたご意見と、ご意見に対する本市の考え方をお示しするものです。 

 

意見募集期間 平成 29年 3月 1日（水）～平成 29年 3月 31日（金） 

意見提出方法 
市ホームページ上のアンケート回答欄への記入による提出 

意見回収箱への書面による提出（市内 23か所に設置） 

意見提出者数  171人（市ホームページ 18件、回収箱 153件） 

公表意見数 168件（当該案件に関しない内容 3件は非公開） 

 

 

１．山田分室に関するご意見（31件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

1 

春夏秋冬、通っても安心の場所です。駐車場もせまいで

すが、歩いていけるので、道も安全なので、大丈夫です。

子供、孫を連れて行くにも安心の場所、心の憩いの場所

です。なくさないでほしいです。公園が暑い時、寒い時

には重宝します。トイレも安心です。孫の学校から帰っ

てからの憩いの場になってます。憩いの場をなくさない

で。中央図書館までは遠いし宮之阪は坂がきつい。 

将来にわたり安定的に行政運営を

行う観点から、市民の切実なニーズ

を大切にする一方で、人口減少等に

伴う税収見込み、人件費を含む施設

運営経費、高齢化社会の進行に伴う

扶助費の増大、施設の老朽化に伴う

今後の施設維持管理経費等も踏ま

えた、市全体の公共施設配置の最適

化について検討する必要があり、現

在の市の施設すべてをこれまでの

ように維持することは難しいと考

えています。 

 山田分室につきましては、中央図

書館の利用圏域内にあること、他の 

(次ページに続く) 

2 

学校から帰って来て、子供達の憩いの場になっている。

春、夏、秋、冬と、トイレもあるし、遊ぶ子がいなくて

も、図書館で会ったりする。公園が暑かったり、寒い時、

たくさんある本を読んでいる時が、楽しいと言っていま

す。私は母の立場から、安心して一緒に時を過ごす時に

は、やはり図書館だと思う。中央図書館は遠いし不安が

いっぱいなので、近くの山田図書館は憩いの場、安心安

全でありがたい所です。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

3 

自転車に乗れず、自家用車もないため、山田図書館が無

くなると大変困ります。パソコンができるため、月に何

冊かは、毎回借りています。老後の唯一の楽しみのため、

せめて週に 1回でも、ネット予約での受取及び返却ポス

トの設置をお願い致します。建物及び各設備の老朽化に

対して費用が必要な事は、理解しておりますが、図書館

は地域の文化度に対する一つの尺度となるものと思いま

す。何卒、山田図書館の継続を切にお願い申し上げます。 

(前ページの続き) 

地域の集会施設として旧山田幼稚

園が近隣にあること、著しく老朽化

が進行していることなどから、図書

館分室としての維持は難しく、今後

は蔵書数も多く、より専門的なサー

ビスも提供可能な中央図書館をご

利用いただきたいと考えています。 

 また、まとまった図書を配本する

サービス（団体貸出）がございます

ので、地域の集会所等で、地域の

方々による図書の管理等が可能で

あれば、図書館の団体貸出制度を活

用した「本のある地域の新たな居場

所づくり」を支援させていただきま

す。 

4 

とてもよく利用させていただいております。リクエスト

もさせてもらっていて、本当に助かります。色々と市の

計画もあるでしょうが、地域に根ざした、分室は大変貴

重な存在だと思います。又、係の方もていねいで親切で

す。私共の孫が皆遠方ですが、お話会等、子供さん達も

楽しみにされているようです。どうか、閉室なさらない

ように要望します。 

5 

山田小学校で読み聞かせをしている団体です。山田分室

で長年(１３年ぐらい)配本をお願いしています。もし、

閉鎖になると集まって本の検討および相談(分室の方に

よく相談させてもらっています。)ができにくくなり、ボ

ランティア活動も見直さなければならなくなります。出

来れば、このまま存続をお願い致します。 

6 

インターネット予約をして山田分室で受け取れるよう

に、いつも利用させていただいています。家が近く本を

探すのも便利です。個人的には、ありがたい公共施設で

すので存続維持を希望します。よろしくお願い致します。 

7 

山田図書館はよく利用させてもらっています。今のまま

で利用できればとてもありがたく思っています。歩いて

すぐ行ける所に、たくさんの本の貸出を無料で利用でき

る事は、大人にとっても子供にとっても、すばらしい事

だと思います。特に校区内に本の貸出があるという事は

子供たちにとっては大きな財産である事でしょう。私自

身これからも利用したいし、今のままで利用できれば本

当にありがたいです。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

8 

山田分室の近くに住んでおります。朗読サークルに入会

してのち、ＣＤを作るため(視覚障害者の雑誌を作ってお

届けするボランティアサークルです)よく原稿を探しに

来室します。とても助かっています。この度の見直しで

この分室がなくなるという情報を知り悲しんでいます。

この分室は地理的にも必要と考えます。ぜひぜひ存続し

て下さいますようお願いします。2年前からは近くのデ

ィサービスの中のボランティアとして 12人ほどの希望

の方にわかりやすいお話、紙芝居などの月１回ですが、

朗読もさせていただいております。ここに借りに来てい

ます。ぜひ失くさないでほしいと願っております。 

１～２ページでお示しした考え方

と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

9 分室閉館反対！ 

10 つぶれてほしくないです。 

11 
図書館はいろんな本などがおいてあるから、残しておい

たほうがいいと思う。 

12 

いつも、いつも、ここで本を読むのが好きです！！ここ

に来て、本が大好きになりました！！職員の人達が優し

く接してくれて、とてもうれしいです。折り紙を教えて

くれたり、本の読み聞かせをしてくれて、とっても楽し

かったです。もし、分室がつぶれてしまったら、遠い中

央図書館まで行かないと、本が読めないし、借りれな

い！！低学年の子供達は水曜日３：３０～のお話会をと

ても楽しみにしているので、このままがいいです。 

13 
山田分室は子供も大人も利用する地域に大切な図書館で

す。絶対なくさないで下さい。 

14 

山田分室は歩いて行ける図書館です。中央図書館には歩

いて行けません。子供達も良く利用し気軽に行ける所で

す。この地域には児童館もなく、子供達が集まる場所は

ここだけです。山田分室は大切な図書館です。絶対失く

さないで下さい。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

15 
中央図書館までは、遠くて不便なので残しておいて下さ

い。 

１～２ページでお示しした考え方

と同じです。 

 

 

 ・本が読めるように山田分室のある町内にわざわざ引越

してきたのに、なくなるのは考えられない。・中央図書

館までは遠すぎる。バスに乗ってまで行こうとは思えな

いし、山田分室の司書の方々程親切ではなかった。・完

全になくなるのではなく、せめて予約した本が受け取れ

る様にはしてほしい・なんでもかんでもなくすのではな

く、残す方向で最善をつくして欲しい。 

16 

17 

子供達が学校から帰って来てからの、憩いの場になって

ます。夏はすずしく、冬は温かい場所になってます。私

は子供と一緒の親子の場所になってます。駐車場もせま

いのですが、歩いても安心の場所なので安心してます。

子供達の安心の場所、近くて安心、中央図書館までは、

道が…足が行きにくいです。なくさないで下さい。 

18 

地域では唯一の文化施設なので元の図書館に戻してほし

い。（蔵書を増やしてほしい）・高齢化の時代、中央図

書館や他の図書館へ行けない人々が多い。これから先ま

すます増えると思う。・子供、学生、子育て世代、老人

など全ての人が利用出来るよう週 6日の開館にしてほし

い。・サークル活動、グループ活動等で利用出来るよう

部屋を貸してほしい。・入口の段差は老人、赤ちゃん連

れ等には相応しくない。・読書コーナーを増やしてほし

い。 

19 

山田分室に 10年以上お世話になっています。子育て期間

中、本の読み聞かせに通わせていただいたり、子供達は

折り紙を沢山させてもらったり、工作を楽しみにして毎

週来ています。分室ならではのきめ細やかさ親しみがあ

るので残して欲しいです。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

20 

山田図書館は子供が小さい頃からずっと通って本に慣れ

親しんで来た場です。中央図書館があるとはいえ、家か

らの場所も遠くなかなか利用できない状況です。これか

ら私も年令がいくことを考えると是非山田分室を残して

いただき、身近に本を貸していただける場を存続させて

いただきたいと切に希望いたします。どうぞ宜しくお願

い致します。（司書の方も大変親切に対応してください

ます） 

１～２ページでお示しした考え方

と同じです。 

21 

山田分室の存続を希望します。自宅より 100ｍ以内にあ

る山田分室を自宅の書庫の様に利用していましたのでこ

こがなくなるのは非常に困ります。インターネットをし

ない高齢者にとってはアナログの人と人のつながりの中

でしか、本を借りられないので、中央図書館（1,2km）に

なると、大変困りますので、存続を希望します。 

22 山田図書館なくさないでください。 

23 

この度自宅最寄りの分室であった山田分室が閉室となる

と知り、大変残念に思っています。建物の老朽化も理由

の一つとされているため、無理をしてでも続けてほしい

とは申せませんが、利用する種類の本が多く職員さんも

好きな分室でした。(この度の閉室にあたっては職員の方

になるべく不利益のないよう配慮があることを願ってい

ます）現住所に住み始めた約 10年前から思っていたこと

ですが、中央と名が付きつつもアクセスが良くない点は

改善されてほしいです。それをカバーできる分室の運営

であってほしいと望みます。(他館からの図書を書架に並

べる試みがもっと大きくなっても良いかと思います） 

24 

分室はなくすべきではない。私の家から近いのは山田分

室でいつもそこを利用している。枚方市駅に行くまでの

途中にもあるので使い勝手も良い。近場の人々の交流の

場にもなっているのでなくして欲しくない。もし山田分

室がなくなってしまうと近くに図書館がないので図書館

を利用しにくくなってしまう。図書館が多くサービスが

充実しているのが枚方市の魅力の一つであると思う。今

回、山田分室が閉館の可能性があると知り、投書をさせ

ていただいた。中央図書館がいくら大きく、立派であっ

ても、そこまでは距離があり他に近くに図書館がないの

も事実である。どうかこのまま図書館の数は減らさずに、

他の方法を考えて欲しい。一考よろしくお願いします。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

25 

山田分室はぜひ必要です。なくさないでください。母は

97才で亡くなりましたが、大きい文字の本が有難く、大

好きな時代劇小説もたくさんよませてもらいました。開

室が毎日、朝もあるともっともっと利用できます。近く

には本屋さんもなくなり、図書館（きららの所）は遠く、

老いても本を読みたいので、山田分室をなくさないで。

私の子供たちも小さい時には紙芝居をかり、30代になっ

た今は、本をかりたり、他の図書館でかりた本もここの

ポストに返せるのでとっても重宝しています。どうかお

願いします。 

１～２ページにお示しした考え方

と同じです。 

26 

好きな本があるから。中学生になってやっとカードが作

れるのに！！だから分室をなくさないでほしいです。お

願いします！ 

27 

１、アンケートの実施は全てのアンケート意見の公開が

前提です。又、それへの回答も含めてです。回答くださ

い。（広報特別号・ホームページなど）２．まず、市民

の声を聞くことが第一。検討対象分室の基準なるものの

中に市民の声が入っていない訳は何ですか。利用者の声

を聞き、共に考え合うという姿勢がないのが残念。民主

主義の基本だと思いますが如何ですか。３．児童図書の

相談、お話し会、手作り教室など、子どもたちにとって

も身近な山田分室です。子どもだけでも安心して行かせ

られるし、子ども連れでも歩いていける地域の宝の分室

です。大人も外国のシリーズ本のほん訳(ﾏﾏ）刊行予定を

調べてもらったり、調べ物の関連図書の案内などお世話

になっています。すぐ近くにあることで利用者は気楽に

短時間でも利用できる文化環境は有難いです。「中央」

になると時間があいているというより、時間を作り１～2

時間（移動時間）ではとうてい身近かではなくなります。

まして子どもだけ子ども連れは、なかなかできません。

そういう意味では山田分室（他の分室も含めて）は本当

に地域に身近な安心できる文化スポットです。４．アン

ケート集約結果の公開と同時に山田分室地域への説明会

の日程も早急に知らせてください。５．以上、質問や要

望の回答も知らせてください。 

 

 

 

 

１．アンケートの主旨に沿ったご意

見はすべて公開いたします。２．市

民のご意見を伺うために、アンケー

トを実施いたしました。３．児童サ

ービスは、中央図書館において、よ

り幅広い蔵書と専門的なサービス

の提供が可能です。図書館が今まで

よりも遠くなることについては申

し訳ありません。現在の枚方市が置

かれている状況を踏まえ、将来にわ

たり安定的に行政運営を行う観点

からは、今までのすべての行政サー

ビスを継続することは難しいと考

えています。ご理解いただきますよ

うお願いいたします。４．各地域と

その都度話し合いを進めていきま

す。５．質問ご要望への教育委員会

の考え方は以上でございます。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

28 

市立山田図書館の中身を楠葉・津田・蹉跎図書館並にし

ていただきたい。①中宮・甲斐田地域の歴史講座等を開

催してほしい。②中宮（新之栄、須山 etc.）甲斐田の 100

年以前の歴史を古文書研究に頑張っていただきたい。③

百済王や甲斐田長者による歴史を学習する。 

山田分室を分館並みの規模にする

予定はございません。①から③につ

きましては、中央図書館や市史資料

室の歴史講演会等をご利用くださ

い。 

29 

山田小学校地域のコミュニティ活動の拠点として開放し

てほしい。災害時の避難場所として利用したい。都丘町

の場合は、水害の場合にバス通りが水没し山田小学校へ

行けない可能性があるため。立地条件などまだまだ利用

価値が高い場所であり、地域密着の利用ができる場所で

ある。安易に民間への払下げなどは行わず公的な活用を

行う。 

老朽化の著しい山田分室の建物を

今後避難所として活用する予定は

なく、庁内調整を行った上で、他の

政策目的施設としての転用を図る

方向です。 

30 

先日、町内会(自治会)の役員会で、配布され、口々にグ

ランドビジョンもなくて、「何を聞いているのかわから

ん」と言っていました。以下は私の意見です。学校、公

園、図書館、公民館などは、街の風格を高めます。廃止

はよくありません。山田分室を廃止して、中央図書館へ

行くようにするのは、高齢者には無理です。バス代の負

担感も高いです。山田分室の本も古い(よれよれのもの)

ものが結構ありますが、(寄贈の)募集すれば、十分集ま

ると思います。(寄贈してくれると思います。)そんな努

力もしてほしいと思います。※「分室等…」とあります

ので書きます。２階は昔、会合で利用させてもらいまし

たが、そのうち考古学の倉庫になってしまいました。外

付けの階段で狭いし不便でしたが、館内の階段を利用で

きたら利用度はもっと高かっただろうと思います。もっ

と活性化を考えてほしいと思います。※「絵本の読み聞

かせ」？か何かが行われています。これも地域の文化活

動を豊かにする取り組みではないでしょうか？図書館が

地域の文化活動の一端を担ってほしいと思います。 

グランドビジョンについては、該当

部分の抜粋を掲載すべきでした。申

し訳ありません。図書館が今までよ

りも遠くなることについては申し

訳ありません。現在の枚方市が置か

れている状況を踏まえ、将来にわた

り安定的に行政運営を行う観点か

らは、今までのすべての行政サービ

スを継続することは難しいと考え

ています。ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

寄贈本はいつでも募集しており、

年間 15,000 冊以上の受入れをして

います。 

集会施設につきましては、近隣の

旧山田幼稚園に集会施設機能があ

ると考えております。 

31 

山田分室は家からも近く個人的によく利用させてもらっ

ています。ヘルパーの仕事をしていますが、車イスの利

用者の方で本が好きなので、毎週(金)山田分室にくる事

を楽しみにしておられます。中央図書館も利用したいの

ですが、(金)はお休みなので、山田分室がとても助かっ

ています。なくなると寂しく困ります。 

中央図書館の休館日のあり方につ

いては、今後もさまざまな観点から

検討してまいります。 
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２．東香里分室に関するご意見（6件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

32 

しめないで下さい 

理由：本が大好きでいっぱい本があって楽しいし、２週

間もかりれて、とても楽しいから、しめてほしくないで

す。 

将来にわたり安定的に行政運営を

行う観点から、市民の切実なニーズ

を大切にする一方で、人口減少等に

伴う税収見込み、人件費を含む施設

運営経費、高齢化社会の進行に伴う

扶助費の増大、施設の老朽化に伴う

今後の施設維持管理経費等も踏ま

えた、市全体の公共施設配置の最適

化について検討する必要があり、現

在の市の施設すべてをこれまでの

ように維持することは難しいと考

えています。 

東香里分室は、建て替わる香里ケ

丘図書館に近く、他の分室と比べて

利用者も少ないため、将来にわたり

市直営の図書館サービスを継続す

ることは難しいと考えており、今後

は建て替わる香里ケ丘図書館等を

ご利用いただければと考えていま

す。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

さらに、まとまった図書を配本す

るサービス（団体貸出）がございま

すので、地域の集会所等で、地域の

方々による図書の管理等が可能で

あれば、図書館の団体貸出制度を活

用した「本のある地域の新たな居場

所づくり」を支援させていただきま

す。 

33 

しめないで下さい 

理由：近いし、楽しい本、図書館のおばさんがやさしい

からしめるのは、はんたい！！ 

34 

高齢者が増えることにより利用者が不便になるから、地

域の分室がなくなれば借りることが減ってしまう。香里

ヶ丘に集約されてしまうと遠くなり利用するのが減少し

てしまう。もっと地域に優しい町づくりをめざして下さ

い。枚方市から便利な大阪市内とかに移転を考える人達

が増えてしまうのではないかと危惧します。 

35 

「基本的な考え方」を読みましたが、どういうことかよ

くわかりません。文中「本のある地域の新たな居場所づ

くり支援」とは具体的にどういうことですか。香里ケ丘

図書館が建て替えられることは大歓迎です。森を壊し、

およそ人も来そうでない美術館つくりに無用な力を入れ

ることから方向転換したことは歓迎しますが、だから東

香里分室をなくすということにならないか危惧していま

す。東香里分室は必ず残していただきたい。これは枚方

市の優れて先進的な文化活動だと思います。「ポストの

数ほど図書館を」という具体的な表れですね。もし香里

ケ丘図書館がすごく立派になったから分室を無くすとい

うことになれば、高齢化の進む市内の高齢者は地域から

香里ケ丘までどうしていくのですか。バスに２回乗る必

要があります。(往復４回。歩くにしても坂を超え片道

30分はかかるでしょう、結局行かなくなり大きな楽しみ

を失うことになります。むしろ分室も建て替え、靴を脱

がず、滞在型の図書館へ改装してほしいくらいです。分

室は地域の大事な文化の中心施設です。さらに充実させ

ることを望みます。 

36 便利、助かっています 

37 

分室はぜひ継続してほしいです。 

子ども達に身近に本に親しめる場所があるのは大変あり

がたいです。 
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３．釈尊寺分室（51件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

38 

図書館には大変お世話になってます。分室が閉館になる

と困ります。年金生活者には図書館は大切な場所です。

１年間で 120 冊位借りてます。他の図書館は遠くていか

れません。本が読めなくなると悲しいです。一週間に 1

日だけでもいいから開けて下さい。釈尊寺分室の閉館は

絶対反対です。 

将来にわたり安定的に行政運営を

行う観点から、市民の切実なニーズ

を大切にする一方で、人口減少等に

伴う税収見込み、人件費を含む施設

運営経費、高齢化社会の進行に伴う

扶助費の増大、施設の老朽化に伴う

今後の施設維持管理経費等も踏ま

えた、市全体の公共施設配置の最適

化について検討する必要があり、現

在の市の施設すべてをこれまでの

ように維持することは難しいと考

えています。 

釈尊寺分室は、建て替わる香里ケ

丘図書館に近く、他の分室と比べて

利用者も少ないため、将来にわたり

市直営の図書館サービスを継続す

ることは難しいと考えており、今後

は建て替わる香里ケ丘図書館等を

ご利用いただければと考えていま

す。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

さらに、まとまった図書を配本す

るサービス（団体貸出）がございま

すので、地域の集会所等で、地域の

方々による図書の管理等が可能で

あれば、図書館の団体貸出制度を活

用した「本のある地域の新たな居場

所づくり」を支援させていただきま

す。 

39 

利用者が少ないという理由で閉じると、利用している人

はどうすればいいのでしょう。私は足が不自由で遠くま

では行けません。せめて、開館日を減らす、開館時間を

短くするとか、方法はありませんか。分室がなくなると、

雑誌が見られません。本屋へもなかなか行けないのです。

存続を切望します。どんなに助けられていることか。釈

尊寺分室に。 

40 

確かに釈尊寺は人口も少なくなり、小学生も減り、高齢

者が多く、借りる人数も多くはありません。でも、近く

の保育園の子ども達が毎週本を借りるのを楽しみにして

います。お話会や季節ごとのイベントも行なって頂き、

気軽に訪れることのできる図書室です。 

香里に統合されると、高齢者や小学生達は遠くなり通え

なくなります。本を借りなくても、息抜きに来る子ども

達がいます。その子たちの居場所を失わないで下さい。

私もリクエストで頻繁に利用させて頂いています。例え、

香里の蔵書が増えたとしても、地域の広さのカバーでき

ません。本が歩いてくるわけがないのですから。小さい

時から図書室を利用していると、本に親しみが沸き、本

離れが少しは減るのではないでしょうか？そうゆう機会

をなくさないでほしいです。また、子ども向けのイベン

トだけでなく、高齢者へのイベントなど、ＰＲに務めて

参加者を募り、受身だけではない図書室を目指すことも

大事だと思います。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

41 

1.分室に見直し反対 

・川越校区の３０％以上が６５歳以上 

・香里迄本を借りに行けない 

・年金生活者も多い、本代にお金はかけられない 

・もっと釈尊寺分室を知ってもらう事を考えてほしい 

・図書館にもっと予算を考えるべきだと思う 

・枚方市は学校も多く文化都市だから 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

 

 

42 

釈尊寺分室には月 2回ほど、1歳の娘と一緒に利用させ

てもらっています。近くで本を借りることができ,とても

有難い環境でしたが、今回、分室が無くなるとの話を伺

い残念です。閉室後もインターネット予約等で近くで借

りることができる(例えば、自動車文庫サービスを利用で

きる等)のであれば、嬉しいです。 

43 

・分室は歩いて行ける場所にあり、何よりも気軽に行け

るのが良い。 

・こじんまりした広さで本が探しやすい。 

・司書さんが気軽に探してくれ、ヒントを教えてくれる

ので助かる。 

以上分室がなくなれば高齢者はますます困ります。 

44 

分室等の見直しで釈尊寺分室が無くなってしまうのか

と、とても不安に思っています。 

①見直し案の中に現在の利用状況が書かれていますが、

単純に人数だけで判断すべきでは有りません。 

②釈尊寺分室は小さい子達の唯一集まれる場所、又高齢

者にとっても香里ヶ丘迄は遠すぎます。 

③距離ではなく、地形を考えて頂きたい、直通交通機関

が有りません。 

④枚方の中でも釈尊寺は陸の孤島です。図書館分室が無

くなると唯一の人の集う所が無くなってしまいます。 

釈尊寺分室を無くす事には、絶対反対です！！子供達の

為に反対です！！ 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

45 

分室が近くにあるおかげで、今まで多くの本を読むこと

ができました。分室が廃止されると、とても不便になり、

本を読む機会も減ると思います。ぜひ存続していただき

たいです。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

46 

人口減少に加え、スマートフォンなどでの書籍離れで閉

鎖は仕方が無いのかなと思います。ですが、小さいお子

さんや高齢の方々には、遠くに借りに行く手間がかかる

かと思います。人件費や設備代賃貸代など、市の負担は

大きいかも知れませんが、そこをケチらずにがんばって

ほしいと思います。 

47 

この団地に昭和 52年 3月に入居して早や 40年余りが過

ぎ、その後 2年後位に分室が開館になりました。子供も

小学生になり、本が好きでよく利用していました。その

当時は、子供達も多くて賑わっていました。現在は親に

なり、私共々子供達と一緒に利用しています。休みにな

ると、遠くにいる孫も来て、近いので喜んでいます。休

みの宿題の教材の参考とか沢山の本(100冊目標)を借り

て読んでいます。職員の方の対応も良く、的確なアドバ

イスをしてもらい、私も孫も喜んでいます。これも地域

性かなぁと思っています。この地域も子供の数も減り、

高齢化も進み、この後遠くへの利用も困難になり、いつ

までも少しでも長く続けてもらえれば、うれしいです。

現状の数字も大事だとは思いますが、検討してもらえれ

ば幸いです。よろしくお願い致します。 

48 

小学校の娘が幼稚園に入園する前から、分室の絵本の会

に行ったり、本を借りているので、娘は本好きの子に育

ちました。私自身も徒歩で 5分で行ける距離でおさんぽ

がてら立ち寄り、受付の係りの方とおしゃべりしてり、

色々な本をネットで取り寄せたり、図書館分室がいやし

の空間となっています。3年後に閉室と聞いてとても残

念でなりません。徒歩圏内に図書館があるのは、文化面

だけに限らず、安全面においてもとても大きな役割を果

たしています。どうか釈尊寺分室をこのまま存続させて

頂きたいと願っています。(もし閉室するのであれば、近

くの公園等に、バスの移動図書サービスを利用出来るよ

うに、是非徒歩圏内で活用可能な場所で検討して下さい。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

49 

図書館にお世話になり 2年半程になります。読書が趣味

の私には、本当に楽しみが増え喜んでおります。先日伺

った時に 2，3年後に継続か合併かとお聞きしましたが、

私宅から近くで本当に便利な図書館が無くなるのは残念

でたまりません。ぜひ継続されて存続成る事を願ってお

ります。又本の予約で入庫した時ご親切に電話連絡頂き

感謝を致しております。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

 

50 

今まで釈尊寺分室では、すぐ手配していただき、取り寄

せて下さってとても有難く思って、利用させていただい

ておりました。確かに利用者数や施設の立地上の課題は、

増えていく一方かと思いまが、家の近くでアットホーム

的な雰囲気の中で、本を借りることが出来るのは、私達

高齢者にとってありがたく魅力があります。ネットが普

及して活字離れをしていると言われる最近ですが、こん

な時代だからこそ、より身近な所に図書館があって、少

しでも多くの人達が集える場になってほしいと願ってい

ます。書店でも立ち読みではなく、ゆっくり座って読め

る空間づくり等の工夫がされています。分室で広々とし

た空間というのは無理でしょうが、もう少し地域の人達

が憩えるような場にしていく方向で、図書館というもの

を考えていただけないものかと思っております。 

51 

分室は実家に近く、昔からよく利用しており、今も子ど

もと一緒に行くことがよくあります。実家に行くと子ど

も達は、私の母と分室に行くのをとても楽しみにしてお

り、分室で企画されている季節ごとの製作など参加させ

てもらっています。身近に分室があると、手軽に本をか

りられるし、子どもの宿題や折り紙、あやとりなど、思

ったらすぐにかりられるので、重宝しています。 

52 

釈尊寺団地に住んで 40年、子供達が幼稚園の頃から小・

中学と図書館を利用しています。子供が成人し今は親の

私達が、婦人雑誌、小説等利用させていただいてします。

閉館するとの噂を聞きました。本離れで利用者少なくな

っているとは思いますが、私達は図書館がある事で、週

に 1～2回は足を運び、楽しませてもらっています。読み

たい本があれば、リクエストしてお願いできるし、図書

館で友人が出来たりもします。子供達も同じです。老人

が出かける場所が消えるのは大変困ります。小規模でも

残していただけたら幸いです。年をとると村野までは遠

いです。香里ヶ丘はバスを利用しないと、行かれません。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

53 
現在の釈尊寺団地は近い為、よく利用していました。今

後遠くて利用できなくなる。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

54 

近くに分室があり、よく利用させていただいています。

仕事上必要な資料、自分を高めるための図書と随分助け

られてきました。もしも、近くに分室がなければ、利用

することもなかったと思います。事情があり、なかなか

遠くに行けない者にとっては、身近で親しみがあり、と

ても利用しやすい施設です。司書の方も心強い存在です。

誰にとっても利用しやすい分室が、これからも身近に存

在するようお願いします。 

55 

釈尊寺分室を残してほしいと願っています。今まで図書

館に足を運ばなかったが、近年時間もたっぷりあり読書

を楽しんでいます。そんな中、分室がなくなったら楽し

みがなくなります。どうか存続お願いします。 

56 

子供と一緒によく本を借りに行っており、家から近く、

子供一人で行かせても安心だったので、無くなると、さ

びしいです。 

57 

自宅から釈尊寺分室まで、歩いて 2分位なので、リクエ

ストを出した、借り出したりして、いつも本が手許にあ

る生活を永年続けて参りました。香里ケ丘図書館の建替

え後は、この分室がなくなってしまうと、本当に困りま

す。この地で 30年位住んでいますので、年々体力的にも

老化が著しく、香里ケ丘図書館までは、とうてい通うの

は不可能かと思われます。私共高齢者にとって、より身

近かに利用出来る工夫をお願いしたく思います。 

58 

いつも釈尊寺分室を利用しています。家のすぐ近くにあ

るので、少し時間ができた時など、いつでも利用できる

便利さが気にいっています。分室にない本を予約する時

もありますが、その時も受取が分室でできるので助かっ

ています。分室がなくなると図書館を利用するためにバ

スを使うことになります。それだと、時間もお金もかか

るので大変困ります。大きな図書館に比べると利用者数

は少ないと思いますが、分室があるからこそ図書館を利

用できているという人もたくさんいることを忘れないで

下さい 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

59 

・他の町・都市と比べ枚方の良い点は、大変身近に図書

館があることだと思います。(分室がある町は少ないので

はと)・釈尊寺分室の利用者数は問題でなく、公共施設で

あるなら、・存続させるべきであると思います。分室が

なくなれば、さらに活気のない地域となります。(川越小

学校の件も)・小さな子供達に特化した分室としてでも残

すことで、地域に活気がうまれるのではと(絵本・マンガ

分室)・大人はネット予約の受取、返却ができればと考え

ます。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

60 

地域には少なくても小さい子供や小・中学生もいます。

子供にとって図書館があれば友達と一緒に本を読んだり

できる大切な場所です。また、小学校に来て本の読み聞

かせなどをしてもらっていて、私が小学生の時は、とて

も楽しみにしていました。図書館がなくなってしまうと

子供は本を読む機会がとても減ってしまいます。なので、

図書館をなくさないでほしいです。 

61 

釈尊寺の分室をいつも利用させていただいています。長

女の通う幼稚園からも近く、職員さんもとても親切で居

心地のいい場所です。今回の見直しで分室や自動車文庫

サービスがなくなるかもしれない…と聞いて驚きまし

た。分室がなくなるのは困ります！！ 

私のように子供が小さかったり、年配の方にとっては香

里ケ丘や中央図書館は遠いです。気軽に利用できる分室

をなくしてしまうと子供達が絵本や活字からはなれてし

まうのではないでしょうか？それだけでなく一人暮らし

のお年寄りの方にとって職員さんや他の利用者さんとの

会話・交流は重要だと思います。私は分室をなくすのは

反対です。ご検討お願いします。最後に、いつも沢山の

本を用意してくださり、感謝致します。 

62 

分室がなくなってしまうのならば、マメに行けなくなっ

てしまうので、貸出冊数を 20冊くらい増やしてもらえた

ら助かります。返却ポストだけでも、何箇所かあったら

便利なのじゃないでしょうか。 

 

 



 

15 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

63 

・分室はなくさないでほしい。(釈尊寺分室) 

・大人も子供も社会の中でいろいろ居場所があった方が

良いと思う。気軽に行けて、ゆっくり本を読んで過ごせ

る。時には司書の先生方とお話したり子供達は折り紙し

たり。人とのつながりが薄くなっている現代だからこそ

大切な空間だと思う。 

・高齢化している団地の中の分室だから、エレベーター

の有無とか課題はあると思うが、なくなると地域住民が

さらに孤立してしまう。小学生も一人で本を借りに行け

る場所がなくなる。 

・図書館は様々な世界を知ることができる貴重な存在。

特に小さな分室だからこそ、いろいろな本を手に取りや

すく、毎回楽しくすごしている。なくさないでほしい。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

64 

釈尊寺分室には、枚方市に住みだして、ずっとお世話に

なっています。読書が大好きな私にとって、なくてはな

らない大切な場所です。読みたくても､買えない本は、必

ず予約させていただき、必ず読んできました。これから

先も、ずっと釈尊寺分室に通いたいです。本を読むだけ

でなく、落ち着く、ホッとできる場所でもあります。私

にとってとても大切な場所です。 

65 

小さい時からよく利用させていただいているので、もし

なくなってしまったら困ります。一番近いのが、釈尊寺

分室なので、なくなってしまったら、近くに図書館がな

く本を読む機会が失われてしまいます。ずっとずっと釈

尊寺分室をなくさないで。本を読む機会を失わせないで。 

66 

交野と香里ケ丘の中間にあるのが釈尊寺団地です。自宅

から歩いて５分で一番近い所に図書館があり、よく利用

しているのでとても残念です。香里ケ丘図書館は自転車

でも 15～２０分、しかも行きはずっと上り坂です。村野

サプリはもっと距離がある。アウトリーチサービスをう

まく活用できるかどうかは、わかりませんが…図書館へ

行くことは少なると思います。 

67 

近くに分室があり利用できることに感謝しております。

資料の実利用数を見ますと、世帯数の割には利用者の数

は少ないと思いますが自治会等で利用を喚起すれば利用

者も増えます。統合されるとバスで乗換えが必要となり

ますので存続を切望致します。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

68 

ここ数年、釈尊寺分室を利用させてもらっています。距

離的に近く、又、図書館員さんとも親しみがもたれ、と

ても便利です。この場所がなくなり香里ケ丘図書館迄と

なると年令も 70才を過ぎていますので自転車で行くに

は少し遠く、バス利用となると往復千円近くかかるとな

るとちょっと、そう度々いけません。分室は本の数は少

ないですが取り寄せてもらったりとすごく便利です。団

地があり子供さん達もよく見かけます。親も安心して図

書館に行かせることが出来ます。もう一度考慮お願いし

ます。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

69 

釈尊寺団地内の分室は利用者が少ないかもしれません。

現在の団地にはお年寄りが多く、川越小学校は逆に人数

がへっています。団地内の自治会はこれからの注意点を

各家庭の見守りと考えています。こんな状況で外とのつ

ながりをもつために図書室は大切なポイントになりませ

んか？「本」の利用だけでなく「人のつながり」を広め

てふやすことはできませんか？ 

70 

少子高齢化の波が図書館の利用状況を見ても顕著に表れ

ています。私も月 2回利用させて貰っていますが今の釈

尊寺団地の図書館が統合されますと 3年先まで今の健康

状態が続くのであればバスを利用してもと思いますが、

どうしたらよいのか途方にくれています。この様に思っ

ている高齢者の方も多いのでは！財政的な面なのか利用

者の減少による統合なのかそこのところが良く分かりま

せんので何とも言えませんが、ただグランドビジョンの

方が先行して唯一の楽しみである利用者にどの様にした

ら市民の皆さんに納得して貰えるかの対策が欠けている

ように思われます。もう少し若い人や子供達が本を読む

事に興味を持って欲しいのですがスマホ全盛の時代には

困難なことではと危惧しています。高齢者の楽しみを行

政の効率化（？）によって奪われようとしているのが残

念です。 

71 

近くで老人達にも利用しやすい釈尊寺分室を高齢者福祉

の一環としてぜひ残してください。よろしくお願い致し

ます。 

72 

私達行動範囲の狭くなった高齢者にとって近くに有る釈

尊寺分室は利用しやすく大変ありがたい場所であると共

に社会との関わりの場所でもあります。又、本を読む事

が脳トレにもなり、認知症予防に役立っていると思いま

すので、是非とも釈尊寺分室の存続をお願い致します。 

73 
家の近くでとても便利だと思いますのでよろしくお願い

します。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

74 

結論：分室の閉鎖には反対である。その前に、「枚方市

立図書館分室等の見直しに関する基本的な考え方(案）」

に於けるカタカナ語の用法に疑問を感じるがこの案に対

する疑問点を記す。3頁(6)利用圏域等→香里ケ丘図書館

の範囲を半径 1.5ｋｍ程度と計算されているが、平らな

地図上の距離測定だけで算出されてはたまらない。一度

高齢者同じ状況で釈尊寺団地の端からでも所要時間等を

計測してください。4頁(4)施設→例えば釈尊寺分室は UR

の施設の一部ですが、駐車場が無く、くつを脱ぐとか等

が記載されていますが、ある施設を有るがままで工夫し

て使われて居り、子供たちも楽しく利用している様に思

えます。6頁（1)②→「アウトリーチ」とは何ぞや？病

院や高齢者施設、学校等、施設へのサービス云々→学校

も統廃合あるのに、こんなアウトリーチ活動の要望と地

域密着とどちらが良いのかな？？？8頁以降の【資料編 

分室等】如何にも目的に向けた統計資料の匂いプンプ

ン！夫々の分室の面積当たり、人口密度・時間当たり等

も勘案したものが欲しい。以前何処かに美術館等と云う

案が有りましたが、地域に密着した細やかな文化施設で

もあり、子供のある意味での学びの場であり、大人との

触れ合いの場でもある図書館分室を残す方向で考えて欲

しい。教育委員会の皆々様、ユダヤ人は泥道で転んだら

落とした本の汚れを気にするとか、この意味を推察して

ください。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

75 

紙の本を読む人が減少しているなか、図書館という施設

が淘汰される声が聞こえてくるのは、とても残念に思い

ます。人生に一石を投じる可能性の高い「本」との触れ

合いは、まず身近に存在すること。そして、限りなく選

べるということではないでしょうか。私に限りますと、

釈尊寺分室では読む本に詰まってしまったときに、適切

なアドバイスをいただいたことを今でも深く感謝をして

おります。確実に私の人生観が変わり、読む本の世界が

広がりました。おそらくのことは、分室の司書さんと分

室図書館利用者の距離が近いことが大きく作用している

ものと考えております。今現在、読書と子どもたちとの

関係を深めるべく、各図書館や分室でさまざまなイベン

トを行っておられますが、叶うならば、高齢者にも同様

なイベントがあればいいと思っています。図書館という

スペースを「本」との繋がりだけでなく、新しいコミュ

ニケーションを図る場でもあってほしいと願っていま

す。枚方市立図書館第 3次グランドビジョン担当スタッ

フの皆さま、釈尊寺分室の末永い開室をご検討いただき

たく、せつにせつにお願い申し上げます。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

76 

釈尊寺分室がなくなったら本を読む機会がなくなる。家

の近くの図書館がなくなると困る。なくなってほしくな

い。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

77 

11年前から釈尊寺分室を利用させていただいています。

結婚したばかりで周りは知らない人ばかりでしたが、「こ

ぐまちゃんの会」を通して先生から子育てや絵本のアド

バイスをいただいたり、お友達を作ることもできました。

本を身近に感じられるようになったのは、赤ちゃんの頃

から通った「こぐまちゃんの会」のおかげだと思ってい

ます。そして、子どもたちの成長や安全を見守っていた

だいた先生に感謝しております。子どもたちの健やかな

成長のために釈尊寺分室の存続を願います。また、廃校

の話が挙がる川越小学校区の釈尊寺は若い方が益々越し

てこなくなると思われ、高齢化が進む一方だと考えられ

ます。高齢の方々のコミュニケーションの場、本を読む

楽しみの場として、釈尊寺分室の存続を願います。 

78 

私は釈尊寺の図書館を利用しています。近いし歩いてい

けるので便利に利用しています。無くなると香里まで行

くのは本は重いし歩いては行けず困ります。本はたった

一つの楽しみです。無くなるのは困ります。継続をお願

いします。 

79 

釈尊寺に越して来て 10年、私の育った場所では、子供の

足で行ける図書館や分室が近くにありませんでした。車

の移動図書が来るのを楽しみに待っていました。釈尊寺

で子供が産まれ、子供達に本を読み聞かせしてくれる分

室が歩いて行けることを知り、まだ産まれて間もない子

供を抱っこで連れて行ったのを覚えています。子供に本

を読んで聞かせる大切さを教えてもらい、そして分室で

知り合った色々な年齢の方とお話したり子供がいてなか

なか遠くに行けない私達にいやしの場となっていまし

た。先生には子供におすすめの本を教えてもらったり、

子供は身近に本がある中で育つことができました。小学

生になり分室も自分で行けると喜んでいます。分室がな

くなるという事は子供にとって本が身近でなくなり読む

事が少なくなると思っています。インターネットが普及

する中、子供は画面よりも本の字を読む事が好きになっ

たのは身近にある分室のおかげです。子供や私達大人も

分室を残してもらえる事を願っています。どうか宜しく

お願いします。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

80 

わたしはこのと書室のお話し会とおりがみをおしえてく

れるところがいいと思います。わたしの大すきな本や見

たい本がいっぱいあるところがこの図書室のいいところ

だと思います。ここの図書室はいえからも近いし友だち

もいけるので、なくなってほしくはないです。この図書

室がなくならないように、こらからもがんばってくださ

い。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

81 

子供達が小さい時からよく利用させて頂いて、今でも私

は週一回くらいは寄せていただいています。分館にない

暖かなアットホームな雰囲気が好きで子供達だけでも行

っていたように思います。現住所からは香里ケ丘図書館

までは遠く、駐車スペースもないため、ゆっくり本を楽

しむことができません。徒歩圏内に本を読めたり、借り

たりできるところがあることはとてもありがたく子供達

にとってもとても大切なことだと思います。枚方にこん

なすばらしい施設があることはとても誇りですし、なく

すのではなくもっとみなに活発に利用してもらえる方法

を近隣の市民、校区の小学校読書ボランティアを含め、

考えていけたらなと思っています。 

82 

私は香里ケ丘図書館が近いので大丈夫ですが、4歳と 2

歳の子どもを抱えた友人は釈尊寺分室を愛用しており、

香里ケ丘図書館までは遠い、なくなると困る と言って

います、今のまま、存続させてください。多くのお年寄

り、小さな子を育てるママたちがとても喜ぶと思います。 

83 

釈尊寺分室さんには、子供達が赤ちゃんの頃から今も親

子共々お世話になっています。私は奈良市から枚方市に

きたので初めて分室に出会いました。本を借りたい時に

近所ですぐ借りられたり、借りたい本を取り寄せてもら

ったり、その本を枚方のどこの分室でも返却できたり、

本の読みきかせなど、奈良市にはない、とても便利なシ

ステムに驚かされ、とても有り難く活用させてもらって

います。分室の職員さんもとても優しく、親切で、子供

が小さい頃は特に釈尊寺分室はホッとできるオアシスの

様な場所でした。そんな釈尊寺分室が 3年後になくなっ

てしまうかもと聞き、とても残念です。子供達も大好き

なのでとてもがっかりしています。子供達が小学生にな

り、これから自分で好きな本を読める年になってきたの

で、これからもどんどん活用させてもらいたいと思って

います。釈尊寺団地はご高齢の方も多く、なくなるとと

ても不便だと思います。又、分室がある事で、地域の防

犯にもなり、子供達の安全にもつながります。どうか存

続させて下さい。よろしくお願いします。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

84 

釈尊寺団地に引越ししてきたのは 21年前。今この団地で

できたお友達に出会えたのがこの分室なのです。子供は

もちろん、私達子育てをしているママや住人の色んな世

代の方達との交流の場としてある、この大切な場所が 2

年後には、なくなってしまうかもしれないと聞き、とて

もショックです。まだまだ子供達にたくさんの本を読ん

であげたり、自分でもおもしろい本を探す楽しさや工作

を皆で作ったりと、釈尊寺団地内にある唯一の楽しめる

場所だと思っています。釈尊寺分室の良さがもっとわか

ればなぁと感じていましたのでこれからももっと皆に勧

めていこうと思います。無くなってしまうととても困る

のです。自分で本を借りて来れる場所なら安心して「本

を借りておいで～｣と言えますが香里ケ丘までは行けな

くなりますし、いくら大きなきれいな図書館ができても、

平日には行けなくなります。子供達だけでなく、大人の

方々も皆が困るので絶対なくさないでください。よろし

くお願いします！逆に分室を大きくしてほしいくらいな

のに・・・。見直しがなくなる事を願います。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

85 

まず提案文書の標題では分室の見直しに関する・・・と

ある。これから分室廃止の方向性はまずつかみ取れない

ものになっている。ビジネス文書では、まず提案内容の

具体的な内容がわかるように書くことが求められている

ものである。ようは分室の廃止の提案であるならそうい

う標題で書くべきだと思う。これは印象をなるべく柔ら

かいものにしようとする手段であると言えよう。それで   

範囲の重複があるとあるが、重複があってはいけないの

だろうか。範囲自体の設定の根拠はどこにあるのだろう。

設定の工夫でいくらでも変えられるではないか。分室で

は子どもの読み聞かせ活動も取り組まれており、生活す

る近くの場所での活動は継続していくいことは望まれて

いることであるはず。大きな図書館ではできない、きめ

細やかな活動を分室が担っているのだ。規模の大きさや

提案者の都合でどうにでも設定できる効率で分室の廃止

を提案すべきではない。私自身釈尊寺分室にどれだけお

世話になっているか計り知れないものがある。まさに 2

名の秘書をかかえているという安心感があるのだ。読み

たい著者の本を 50音順にならべてもらい、順次予約をし

ていただき読ませてもらっている。このような対応は分

室ならではのものであり、大規模にてのものでは困難な

ものとなろう。 

９ページでご説明しておりますと

おり、行政としては、健全な財政運

営を将来にわたり行っていく責任

があります。人口減少に伴う税収の

落ち込みや、高齢化社会の進行等に

伴う扶助費の増大など、効率的な財

政運営が不可避な状況にあり、すべ

ての行政サービスを今までと変わ

りなく提供することは難しい状況

であることをご理解いただきたく

存じます。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

86 

今の分室はなくさないで下さい。分室は地域に密着し、

開いているときに行けば必ず職員さんがいて、読みたい

本や知りたいことについて気軽に聞くことができるとこ

ろです。分室は地域の者にとって特に高齢の人や子ども、

乳幼児を連れたおかあさんなど遠くまで出かけていくこ

とが大変な人にとって、かけがえのない行き場所、居場

所です。本だけが置いてある場所とは全く違います。香

里ケ丘図書館が新しくなって閲覧室が 2倍になるからと

いってそういう人たちが香里ケ丘図書館に通えるように

なるわけではありません。何でも「費用対効果」で片付

けてしまわず市民のくらしに寄り添った市政運営をして

ほしいです。利用者が少ないことが課題としてあげられ

ています。私は釈尊寺団地に住んでいますが、この団地

の中のあんな小さな分室にこれだけの方が訪れ、こんな

にたくさんの本を読まれているんだと資料を見て驚きま

した。職員さんの努力のおかげでもあると思います。教

育委員会として、現場を一番よく知っている職員さんに

もう一度日々の分室の様子を聞いてください。そしてこ

れ以上お金をかけずにより多くの人が利用し、もっと居

心地のいい分室になるよう職員さんと一緒に考えること

に力を注いでください。どの分室もその地域に住む人に

とってはかけがえのない宝物です。このままで残してく

ださい。 

９ページでお示しした考え方と同

じです。 

87 

地域の高齢化に伴い、近くにあるといわれてもお年を召

された方々には遠い距離にあると思います。 

よって、図書館を無くすことに反対です。 

88 

小さなお子さんをお持ちの方や、ご年配の方で遠くの図

書館まで足を運べない方々の為にも、団地内にあるこの

釈尊寺分室は、閉鎖せずに存続させていただきたいと思

います。 
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４．茄子作分室に関するご意見（44件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

89 

地域に密着した形での図書館分室は、便利であるし利用

しやすいものです。経費削減もわかりますが、子供達が

本になじむためにも、近所に分室があるのは重要な意味

があります。分室はできるだけ、残していただきたいと

思います。 

将来にわたり安定的に行政運営を行

う観点から、市民の切実なニーズを

大切にする一方で、人口減少等に伴

う税収見込み、人件費を含む施設運

営経費、高齢化社会の進行に伴う扶

助費の増大、施設の老朽化に伴う今

後の施設維持管理経費等も踏まえ

た、市全体の公共施設配置の最適化

について検討する必要があり、現在

の市の施設すべてをこれまでのよう

に維持することは難しいと考えてい

ます。 

茄子作分室は、建て替わる香里ケ

丘図書館に近く、他の分室と比べて

利用者も少ないため、将来にわたり

市直営の図書館サービスを継続する

ことは難しいと考えており、今後は

建て替わる香里ケ丘図書館等をご利

用いただければと考えています。 

また、まとまった図書を配本する

サービス（団体貸出）がございます

ので、地域の集会所等で、地域の方々

による図書の管理等が可能であれ

ば、図書館の団体貸出制度を活用し

た「本のある地域の新たな居場所づ

くり」を支援させていただきます。 

90 

①本館に行きたいが足、遠い不便で行けない。 

②現在くらいの分室の数は欲しい 

③茄子作の分室は老人、小さい親子連れ、小学生の利用

者が多い 

④本が古くて利用したくない時もあるが、予約で読みた

い本を捜してもらうことが多いのですが、近くにあるこ

とで、行き来しやすく助かっています。 

⑤市の予算配分は大切ですが、分室は現状より少なくし

ないで欲しい。スマホから又離れて来つつあると思いま

す。(電車でも感じます) 

⑥自分の専門書は買いもしますが、老人は出来る丈身辺

の整理の為、本を購入することは少ないと思います。そ

ういったことも考えて軽い書物は図書館で読みたい！ 

⑦各家で不要な書物は図書館で買われたらどうでしょ

うか、尋ねたら寄附は出てくると思いますよ。 

91 

「茄子作分室」にて長年「読書会」を開いて頂き、多く

の本の紹介、かつ、それに関わる色々な資料の紹介など

司書の方々におそわり、本当に感謝しています。 

・「気軽に立ち寄れる場」として、大いに活用致しまし

た。 

92 

0才の子がいて、車での移動よりも、歩いて一緒に来や

すいので、可能ならば茄子作の分室を残してもらえると

ありがたいです。週 4日開けるのが難しければ週 2日で

も開けていただけるとありがたいです。 

93 

現在便利に使わせて頂いています。 

特に①コンピューターが接続され、全施設にある書籍を

利用出来るのが便利である。 

②近くにあり利用しやすい。 

③週に 4日午後のみとはいえ、ずいぶん利用しやすい。 

統合によりさらにキメ細かく増設方向を望む  例：省

人化してでも 

94 

茄子作分室は、結構利用されている。私も閲覧利用した

り、府や市の図書館間の書籍貸出サービスを利用し、郷

土史研究調査にも不可欠の施設になっている。今後共、

存続を希望します。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

95 

〇分室などの見直し案があるようですが私は反対です。

大きく統合して効率の悪い小さな分室や自動車文庫を

なくすという案が浮上してきているようですが、分室を

利用する私達地域利用者は大変不便となり、大きな図書

館のある所と無い所の住民では本に接する利用度での

不平等は否めません。 

〇幼い子供さんのいる家庭、これからますます増えるで

あろう高齢者、これら社会的弱者の人達は大きく統合さ

れたら遠方となり、本を読みたくても自動車、バス、も

しくは自転車に乗ってまで本をかりには行けません。 

〇分室の良い所は地元の大きな図書館が遠方すぎて行

けない人達のために大変役立っているからです。 

〇本離れといわれて久しいですが、読書の成果は長い目

で見ないと現れてきません。幼い時から本に接する事

で、そこから空想力、探究心、思考力が養われていくの

ではないでしょうか？その機会をつぶし、本に接する場

所を減らしていく・・・という事をどのように思われて

いるのでしょうか？果たして、目先の効率ばかりを追う

ことが良いことでしょうか？ 

〇本離れをくい止め、本に親しみ、本を生涯の友として

しむけるのも行政の役割だと思います。ぜひ、これらの

分室をなくさない様、御一考して頂きたく思います。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

96 
予約本の受取り、返却にかかせない図書館なので、存続

してほしいです。 

97 

一日読書が楽しみにしている 75才女性です。6月には

76才になる。茄子作分室が、家から 2分で行ける所です。

次新香里まで行くには、40分バスに乗っても途中で歩か

なければならない場所で、膝の痛い私にはつらいです。

どうか茄子作分室を残して下さい。お願いします。 

98 

分室廃止には反対です。分室をつくられた意義とは何で

しょうか？多くの市民の方に図書館を利用してもらう

為に、つくられたのではないのでしょうか？集約して多

くの方が利用できるのかは、疑問です。近くにあるから

こそ、利用してみようと思うのではないでしょうか？小

さなお子さんをもつお母さん方、お年をめされた方等

が、バス．車でしか行けないところに本をわざわざ借り

ようと思うものでしょうか？本離れの中、分室のいいと

ころを、もっと分かって欲しいです。私も小さな子供を

つれて、読み聞かせ、工作等よく参加させてもらいまし

た。一つのコミュニケーションの場としても有効だった

と思います。大きな図書館には、時間の工夫等をして、

ふだん図書館を使用できない社会人の方等に利用をう

ながしたりすればいいのに、もっと税金を私達に還元利

用して欲しいものです。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

99 

今年 70才になります。茄子作分室には気軽に利用でき

て、歩いて行ける場所にあるのでとても嬉しいです。本

は毎日読んでいますので、茄子作が無くなるととても困

ります。車に乗りますが７５才位で返納も考えていま

す。地域の分室は遠くに行けない者のためにも無くさな

いで下さい。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

100 

週 2～3回は茄子作分室を利用してます。家から歩いて

行ける場所なのでとても助かっています。バスや電車に

のって図書館へ行くのはとてもおっくうだし、利用した

いという気を失ってしまいます。小さい孫もよく利用し

ています。退職後図書館を利用して読書するのが今一番

の楽しみです。地域の交流の場にもなっています。ぜひ、

茄子作分室を残し充実して下さい！閉室は反対です。よ

ろしくお願いします。 

101 

図書館分室は残して下さい。今はまだ香里ヶ丘図書館へ

行かれますが、年ですのでいつまで行かれるかは、不明

です。昔は自転車で枚方中の図書館へ行っていました

が、今はリクエストを利用して、分室へ読みたい本を、

持ってきてもらっています。読書はただ一つの楽しみで

す。分室を無くして枚方に「読書難民」を作らないでく

ださい。 

102 香里ヶ丘には、行けないので失くさないで欲しいです。 

103 
自宅から、徒歩 5分位で来られるので、大いに利用して

います。存続お願いします。 

104 

茄子作のとしょかん、なくなったらいやです。 

子供と一緒に散歩しながら来れる場所なので、ずいぶん

お世話になっています。今後も利用していきたいと思い

ます。 

105 

茄子作分室が是非存続してほしいです。香里ケ丘迄行く

のが大変困難になります。(高年齢になるので)認知症予

防のため文字(本を読む)を読み書きするのに必要です。

それと館員さんとの会話、神社のおまいりもかねて歩く

という行動もできますので…是非とも存続お願い致し

ます！！ 

106 

地域の小さな分室が無くなるのは大変困ります。私は車

の運転はできませんし、小さな子供が 3人います。土曜

日は図書館に来て過ごしています。本を読むだけでな

く、子供と一緒に出かけられる近所の唯一の場所です。

無くさないで下さい。 

107 

徒歩で通える所の為、(茄子作分室が)なくなってしまう

のは、大変残念です。何とか、週 1日でもいいので、残

して頂きたいです。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

108 

長年茄子作分室を利用させてもらっています。午後はハ

イハイするようなチビちゃんから小学校高学年の子供

さん、ときには中学生たちがあつまっておりがみの会な

どもあってとってもアットホームでパソコン、ケータイ

の世の中にあって紙の本のよさを私自身も、それもこん

な大勢の子供たちと共有できてとてもうれしく思って

います。行政の節約もあるのでしょうが子供から大人ま

で集える場所としての図書館が近所にあってありがた

いと思うのですが。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

109 

分室は地域の中にあり、安心して子どもだけでも通える

所だったので閉鎖となると交通量の多い場所まで行く

ことは無理。 

110 

茄子作分室をなくさないでほしい。春日小学校区の子ど

も達が自分の足で気軽に通える図書館が側にあること

で本と触れ合える機会が守られていると思います。香里

図書館(ﾏﾏ）では、低学年の子供たちは自分で通うこと

ができないので本を借りて親しむ機会が減ると思われ

ます。私の子供にとっても大切な分室です。 

111 

茄子作分室は、地域社会で大切な図書館として利用され

ています。特に生活の場に密着した図書館として家族で

利用しています。 

112 

週に一度の頻度で茄子作の分室を利用しています。香里

ケ丘の図書館に駐車場を完備されても、自動車がなけれ

ば行けません。何らかの形で予約した資料の受取及び返

却がこの近隣でできるシステムを存続していただけま

すよう宜しくお願いいたします。 

113 

やっとゆっくり本を読める時期がきたのに・・・。本ば

なれが進んでいるのに、遠くに行かないと見られないな

らよけい読む事ができない。車にも乗れない時期にきて

いるのに統合されて香里ケ丘になるのであれば市がバ

ス代等援助してもらえるのでしょうか。この辺の小学生

も大変です。十分に皆様の意見を聞いてください。 

114 

月一度南部センターで 6人位集まって読書会を開いてい

ます。その時茄子作分室でいつもお世話になっていま

す。私は孫と公園に行った帰り図書館へ行くのを楽しみ

にしています。近くで本が借りる事が出来るので利用が

しやすく本に触れることが出来るのです。どんな形でも

いいです。分室を残してください。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

115 

枚方に住んで 40年になりますが本当に図書館をよく利

用させてもらっています。子供が小さい時は茄子作へち

ょっと大きくなったらピーコックの方へ自動車を運転

して中央図書館へ免許返納してからはとても中央には

行けませんが又茄子作の方へ行かせてもらってます。あ

りがたいことです。不満は中央図書館が中央にないこと

です！枚方市駅に作って欲しかったです。今の場所では

運転出来ない者にはとても行けません。ピーコックの横

の新しく作られる図書館が中央図書館なみの蔵書にな

ってくれるのならうれしいですが！室町時代からの神

社の保育所の広場・遺跡等のある茄子作の文化の中心地

にある分室をなくすのは子供達を始め地域の人の気品

を下げることになるのではないかと思います。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

116 

茄子作・東香里・釈尊寺の 3分室は全て香里ケ丘図書館

への交通アクセスが悪く、地形の起伏が非常に強い為、

高齢者や小さな子どもさんを連れたお母さんなどは、現

状のまま司書を配置された状態の存続を強く希望され

ています。自治体のボランティアやシルバーサービスの

方ではレファレンスなどの機械の操作は不可能です。効

率や対費用効果などを理由に地域の図書館行政を切り

捨てる事は枚方市の文化レベルの低下です。 

117 

現在、茄子作分室と釈尊寺分室を利用しています。3年

後は、幼稚園を卒業している為、釈尊寺分室に行くこと

は少なくなりますが、茄子作分室は、自宅の近所にある

為、利用が増えると思います。ユーカリぐらいの位置な

ら行けますが、現在の香里ヶ丘図書館は気軽に行ける距

離ではなく、利用が少なくなると思います。なので、茄

子作分室は存続の方向でお願いします。 

118 

22年前に引越して来て以来、茄子作分室には、お世話に

なっています。近くにあることで、買物ついで散歩のつ

いでに寄ることも多くたいへん助かっています。高齢の

母(92才)の為にも予約をお願いしたり、取りに来たりが

便利であるため、なくなって欲しくないです。本好きな

私たちには、分室は必要で香里ヶ丘までは行けないで

す！ 

119 

いつも茄子作分室を利用している者です。香里ケ丘図書

館に併合される計画が有るそうですがもしそうならと

ても私達高齢者の足では通えなくなり、読書の楽しみ、

生き甲斐を失ってしまいます。春日神社のそばの茄子作

分室が、これからも是非存続する様、強く希望します。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

120 

茄子作分室の存続が利用者数の減少及び香里ケ丘図書

館のリニューアルに伴い駐車場が併設され利用者の居

住範囲が広がり当分室もエリア内にはいり、分室の存続

が危ういとの事、分室開館以来利用させていただいてい

る私としましては、月 1回の読書会やこれから先も色々

と本を読ませていただけると楽しみにしておりました。

しかし、香里ケ丘の利用となると自宅から徒歩では無理

です。私は現在 68才です。読書は離れがたい友です。

この話を聞いてすごくショックを受けました。どうか存

続といううれしい結論が出ますよう期待しております。

高齢者程、自家用車、自転車、バイクの使用は出来ませ

ん。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

121 

近所に図書館分室があるのは高齢者(足や腰が悪く遠く

に行きづらい人も多いです）にはとても有難いことで、

しばしば利用させていただいています。何歳になっても

本好きは変わりません。又、幼児も絵本から始まり本に

接する機会が利用しやすい場所にあるのは大切な事だ

と思います。分室は是非存続していただきたいです。ど

うしても見直しが必要なら自動車文庫サービスは巡回

してほしいです。注 見直しの理由を知りたい。 

122 

小学生と幼稚園児の子供がいる母親です。 

分室の見直し、閉室には反対です。子供が気軽に立ち寄

れるところが茄子作図書館です。公園に面して位置して

おり、子供が困ったときなど相談しにきている様子を何

度も見たこともあります。平日の昼間なんてほとんど人

気がなく、不審者が出てもおかしくない公園に窓が面し

ているので、分室のおかげで少し子供を遊びに送り出す

ことができています。不審者が出たらほとんどの子供達

が分室にかけこむような唯一大人がいるひらけている

場所です。子供達だけで本をかりにいったりもしている

ので本に親しみを持てるいい環境だと思っています。宅

配など便利なことも増えるようですが、ネット予約、配

達だけでは出会えない本もたくさんあるはずです。高齢

化に沿っての事業だけではなく未来を担う子供達のこ

とも考えていただきたいです。 

123 

いつも茄子作分室を利用しています。子供が幼稚園に通

っていた頃は、読み聞かせ会も楽しみにしていました。

本の貸し出しも、その他のサービスも、本を身近に感じ

られることです。これからも続けてほしいと思います。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

124 

私たち夫婦は、二人とも障害と病気があります。 

収入もわずかです。特に妻は足が不自由で外出出来ませ

ん。茄子作分室がなくなると、とても困ります。 

本も図書館にたくさん寄贈しています。それは、市民の

皆さんに読んで欲しいからです。古本屋へ売ってもタダ

同然です。平日昼間は高齢者や小さな子どもを連れたお

母さんが来られています。分室は貴重な憩いの場になっ

ていると思います。茄子作は香里ヶ丘と違って、人口は

少ないかもしれませんが、分室がなくなれば、読書難民

になります。歩いて行ける分室は絶対になくすことは反

対です。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

125 

茄子作分室を、夫婦ともども、気持ち良く利用させてい

ただき、有り難うございます。閉鎖計画のお話をお聞き

し、大変困惑しております。歩いて行けない場所に変更

されますと、バスなどの交通機関を使わなければなら

ず、雨の日など大変です。これから加齢化してまいりま

すと、尚更です。予算上苦しいのであれば、開設日を減

らす等などの何とか工夫が出来ないでしょうか？存続

の方向で、ご検討の程宜しくお願い申しあげます 

126 

 私達は昭和６０年に、ご当地に引越して来以来、近隣

で徒歩や自転車で行き来出来る、茄子作分室にて図書類

の閲覧や貸出し、及びカードやインターネットによる予

約をさせて頂き、今日まで重宝しております。 

 此の度び、香里ケ丘図書館の建替えにより、駐車場も

利用出来るので、その近隣の分室の廃止をも含めて再検

討されるとの事ですが、遠距離に成り、行き来出来ませ

んし、幼児向けの親子読み聞かせや、授業後の生徒の来

室等も見受けられますが、これらも不可能に成ると思わ

れます事も含めて、是非とも継続して茄子作分室の存続

をお願い致します。 

127 

枚方市における財政負担状況については理解するが、そ

もそも、分室の目的は本室を補完するために設けられた

ものと思う。茄子作分室については、香里ケ丘まで行け

ないお年寄り・小さい子供たちの利用が多いのではない

か。一律に入館者の数だけで判断されては困る。そもそ

も、我が家などは、香里ケ丘まで直線にして 2ｋｍはあ

る。香里ケ丘には車で行くしかない。お年寄り・小さい

子供たち・お母さん方では香里ケ丘まで行くことは困難

だし、巡回バスは増えても、この方たちの寄る場所の閉

鎖にもつながる。再考をお願いする。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

128 

小さな図書館でもたくさんあった方が利用しやすいの

で、分室の存続を希望します。私には今現在 2歳と 0歳

の子どもがおり、保育所にはまだ通所していません。 

2歳の子は、図書館の絵本やふれあい遊びとともに育っ

てきています。図書館の絵本をたくさん読む・読んであ

げることで、どんな絵本が好きなのかとか覚えているセ

リフだとか図書館なしでは得られないことがたくさん

得ることができました。電動自転車でもない自転車だっ

たり、2人目が産まれてからは抱っこ紐とベビーカーで

歩いて行ける距離に図書館があることはとてもありが

たいことです。頻繁に行けるし時間や天候もそれほど気

にせずに行くことができます。香里ヶ丘図書館は、私の

家からは遠いです。絵本のある子育てがどれだけ大切

か、とても理解しているので、2人目も 1人目と同じよ

うにたくさんの絵本を読んであげたいのです。ふれあい

遊びも楽しんでいるので、その楽しみもなくなってしま

います。どうか、分室を残してください。 

２２ページでお示しした考え方と同

じです。 

また、図書館は宅配サービス（送

料は自己負担。心身に障害等がある

方は軽減または免除）も実施してお

りますのでこちらもご利用くださ

い。 

129 

いつも図書館（茄子作分室）を利用しています 

おもに予約をした本を 100冊以上年間で借りています 

枚方でも一番南の方の地区に住んでいる為、香里ケ丘の

図書館ができても、なかなか自転車では借りに行けませ

ん。20～30分かかります。やはり茄子作分室はなくては

ならない分室です。現実的ではないかもしれませんが、

いつでも取りにいけるような個別ロッカー（暗証番号で

ロック解除）などで取り出しできたり、返却は外部者か

ら取れないように鍵付きの箱に入れるとかできたら良

いのにと思う時があります。 

130 

茄子作分室を小さい頃から利用していました。 

昔ほどではありませんが今でも一番利用しています。 

身近に図書館がある事も大事なので残して頂ければと

思います。 

131 

茄子作分室を利用しています。主にネット予約した本の

受け取り、返却です。自宅から徒歩圏内ですので、便利

です。東香里分室もなくなると、徒歩で行ける分室があ

りません。香里ヶ丘図書館は、直通のバスがなく、車で

行っても駐車場がありません。香里ヶ丘図書館脇の車道

は、土曜日など、いつも違法駐車の車で、埋まっていま

す。徒歩だと、片道分 30分くらいかかります。分室を

閉鎖するなら、香里ヶ丘図書館の駐車場を多くの車が駐

車できるように、完備するようにしてください。または、

分室に代わる予約本の受け取り、返却場所を徒歩圏内に

設置してください。例えば、ＴＳＵＴＡＹＡ東香里店な

どで、受け取れるように。 

132 

車を利用したいので、駐車場のある新しい図書館を利用

したいです。分室も残してもらいたいのですが、合理化

のためなら、なくす方向も仕方がないと思います。 
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５．香里園分室に関するご意見（3件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

133 

長年思ってきたことですが、もっと香里園分室の開館時

間を長くしてほしいです。中央図書館は遠く、平日も働

いており、土曜午後しか使えないのは、困ります。せめ

て土・日は終日あけて下さい。あまりに不平等です。 
分室の開室日数及び時間帯の拡

大につきましては、利用状況、拡大

に伴う経費等の調査研究を行い、実

現可能性について検討していきま

す。 

 また、香里園分室につきまして

は、現在のところ見直しの予定はあ

りません。 

134 

枚方市は広範囲にわたっているため、中央に集約した施

設では不十分です。特に子供のよりどころとしての図書

館の存在は非常に大きな意義をもっています。 

近くに分室(香里園)があるのを魅力的だと思い引越して

参りました。本の冊数が少ないのが残念ですが、それで

も毎週通っていますので、どうか存続させていただくよ

うお願いいたします。 

135 

地域の分室は、子供達や年配の者にとって、とても身近

で気楽に利用出来る有難い場所です。司書さんにも気軽

に相談でき、無くてはならない施設です。これから先の

長い存続を願っています。 

 

６．枚方公園分室に関するご意見（1件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

136 

枚方公園の分室いつも使っています。ここがなくなると

枚方市駅近くには図書館がなくなってしまいます。一番

よく使っているサテライトがすでに閉まってしまい残念

です。ネットで予約もして本をもらいに行くことも多い

のですが、品物の受渡しの様にもらえる場所があればい

いものではありません。本を捜しながらとか、見ながら

本の予約をする事もありますので、本が無い所で受け渡

しをするのはあまりにも文化的、教育的でないです。又、

自動車文庫もなくなると交通手段を持たない人はどうし

たらいいんでしょう。 

現在のところ、枚方公園分室の見直

しの予定はありません。 
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７．藤阪分室に関するご意見（3件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

137 

藤阪分室に毎週通っています。歩いて 10分以内で行けま

す。着いたら、リクエストしたり、読書したりホットで

きる場所です。津田図書館と菅原図書館との圏域が重な

っている位置にあるとのことですが、どちらも徒歩片道

20分～30分以上かかります。それなら、バスで枚方市駅

となりますが、本館に行くなら、バス乗り換えと市駅に

行っても～とにかく、時間とお金がかかり不便です。藤

阪分室が、なくなったら読書の楽しみがなくなります。

夏・冬も自宅にこもって、出かける機会がなくなってし

まいます。 

将来にわたり安定的に行政運営を

行う観点から、市民の切実なニーズ

を大切にする一方で、人口減少等に

伴う税収見込み、人件費を含む施設

運営経費、高齢化社会の進行に伴う

扶助費の増大、施設の老朽化に伴う

今後の施設維持管理経費等も踏ま

えた、市全体の公共施設配置の最適

化について検討する必要があり、現

在の市の施設すべてをこれまでの

ように維持することは難しいと考

えています。 

 現在のところ、藤阪分室の見直し

の予定はありません。 

138 

藤阪分室を主に利用しています。開室時間を 10：30～に

してもらいたいです。市の持ち物の施設の様ですし、イ

ベントや、今行なっている読書会等あたらしくなにか会

を、行なってもらえたらうれしいです。歩ける距離、自

転車で通える距離に、分室があるのは、ありがたいです。

(大きな図書館は、自転車がすぐ満車になりますし)分室

は高齢者、主婦、子供にありがたい存在と思います。地

域の人に、分室の存在をアピールして下さい。知らない

人が多いです。 

 

139 

廃止ありきの見直しには絶対反対します。 

昔、図書館や公民館のあり方の見直しがあった時、多く

の残念の意見を近所でたくさん聞きました。私もその時

改悪のイメージがつきました。今日も廃止ありきなので、

とてもがっかりです。税の見直しで市民税の存在をとて

も大きく感じるようになりました。図書館で本を借りる

時も、子供にタダでないよ、市民税を払っているからと、

図書館で借りられることを伝えています。 

今、藤阪分室をとても多く利用しています。気持ち良く

利用できて枚方の図書館スタッフにはいつも感謝してい

ます。歩いてすぐのところで本借りられるので、自分の

本棚のようです。さらによくしていく為の要望としては、

横の通学路で、たくさんの子供たちが通りますが、木が

じゃまで存在が気づかれないし、死角になっていて危険

です。すぐ木を切って死角をなくして下さい。犯罪の温

床です。そして、かけこみ場所にして下さい。なぜか子

供のかけこみののぼりがないのか不思議です。地域のコ

ミュニケーションの場として、もっとたくさんの利用が

できるようにして下さい。私にとって読書会にも参加で

きて、なくてはならない存在です。 

（次ページに続く） 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

139 

（前ページからの続き） 

本の関係でなく、高齢化に対応したサービスやいこいの

場にもして下さい。分室のまわりや近所を花を植えるガ

ーデニングクラブなどつくってくれたら、地域が花でそ

れになにより、参加することで地域の活性化につながる

と思います。またお年よりが、よく立ち寄る場所をつく

れば、孤独死防止、電気代を減してエコにもつながりま

す。魅力ある街づくりと反対なことをすると枚方市に人

が住まなくなるでしょう。先日小学校の講師が覚せい剤

使用で枚方市の信用がおちました。メールで遠くの学生

時代の友人たちと話題になりました。今はすぐ全国でう

わさがとぶので、ほんとうに市民の意見を大切にして下

さい。この辺りの校区変更で新聞にのった時は、とても

いやでした。成人式も記念に残る品もなく、手ぶらで帰

ってきました。子供が生まれた時は記念樹さしあげます

とあったのに率直に云うと、お金がないばかりでケチっ

たり、やめたりすると最後に心がはなれていきます。子

供もここで生み、育ててきましたが、そんなことばかり

つづくと愛着が枚方市に対してなくなってきそうです。

まずは、市民より、枚方市が身を切る努力して下さい。

それが、わかればそこから考えてみたいです。ただし、

廃止ありきの見直しには反対です。 
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８．分室全体に関するご意見（17件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

140 

まず、このアンケート調査を実施している事自体が広く

市民のみんなに認知されているのかが疑問である。 

アンケートを実施していると聞いて探したがなかなか見

つけるのが難しかった。香里ケ丘図書館の建て変えは老

朽化で仕方がないと思うがそれに乗じて機能を拡大する

為に分室を廃止する方向というのは納得がいきません。

機能が拡大した為に圏域が 1.5キロとするのも根拠のは

っきりしない勝手な考えに思える。案には本のある地域

の・・・とあるがこれもよくわからない。昨年は節電対

策等で昼間は自宅でなく大型商業施設、図書館等で過ご

そうとやっていたと思いますが、それらからも各分室は

地域密着なので重要と思います。経費削減等での分室見

直しなら市の他の部分の経費見直しで対応するべきであ

る。（美術館を建設する費用があるという事なので経費

は十分にあるはずだ。） 

将来にわたり安定的に行政運営を

行う観点から、市民の切実なニーズ

を大切にする一方で、人口減少等に

伴う税収見込み、人件費を含む施設

運営経費、高齢化社会の進行に伴う

扶助費の増大、施設の老朽化に伴う

今後の施設維持管理経費等も踏ま

えた、市全体の公共施設配置の最適

化について検討する必要があり、現

在の市の施設すべてをこれまでの

ように維持することは難しいと考

えています。 

そのため、行政として分室等の見

直しに係る基本的な考え方をお示

しし、市民のご意見を伺っていま

す。 

見直しの対象としている分室の

近隣にお住まいの方には、図書館が

遠くなりご不便をおかけしますが、

ご理解いただきたいと考えていま

す。 

141 

本が好きなこどもが行きやすい場所が無くなるのは非常

に辛いです。校区内で遊ぶ場所も限られ、図書館も簡単

に行けないのではこどもを持つ親としても残念でなりま

せん。せめて自転車で行ける分室を一つは残して欲しい

です。 

142 

・分室、図書館、貸出自動車等についての予算は削減せ

ずに継続してほしい。 最近は私達もサラリーマンも、

学生達も子供達も本を読む機会が少なくなっている。テ

レビ、パソコン、スマートフォンで簡単に読書も映画鑑

賞も出来てしまうから、それらに頼り切ってしまってい

る。このままでは情報の受け入ればかりの生活となるよ

うな気がする。じっくりと鑑賞したり、考えたり、書い

て自分の考え方をまとめたり、表現したり文章を作った

り、人に伝えたり、討論する能力が低下してしまいそう

な気がする。将来の子供達のためにもこのような人の能

力は継続しておいてあげたい。その為には現在では費用

に対して成果が少なくても気長に改善策を考えながら投

資を継続してほしいものです。 

143 

施設の課題や状況、利用者数(数字のみ）、利用圏域など

(他には職員の問題）は調べられているが、「まず、見直

しありき」の方向性が前に出ている。利用者の声を実際

に聞いていますか？資料からはそれが感じられない。地

元との協議をしっかり行ってください。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

144 

私は今、73才です。一番言いたいのは中央図書館がバス

を乗りついで遠くまで行かないといけないためにりよう

できないことです。生活に少しゆとりができた今、図書

館で読みたい本、借りたい本が沢山ありますしが、気軽

に歩いていける所に図書館が欲しい。私の願いですし、

枚方市民としても奥まった所にひっそりと建っている中

央図書館なので、あとは地域にいっぱい図書館があって、

老いも若きも皆が本に親しんでいる、こんな枚方市であ

って欲しいです。分室は利用者が少なくても、もっと PR

して増やしましょう。枚方市駅前に出た時に気軽に行け

る枚方市の図書館を作ってください。香里ケ丘図書館ま

でも徒歩 20分弱かかりますが、きれいになって蔵書が増

えればがんばっていきます。是非明るくていいものを、

できれば市の運営する図書館が市民としては納得できま

す。本は市民の「心」です。 

３３ページでお示しした考え方と

同じです。 

 
145 

形だけの「意見をいただく」アンケートに終わらせない

でください。何よりも今現在利用されてる方たちの「生

の声」を聞く努力をしてください。→説明会を開いてく

ださい。全分室を回って直接話をしてください（利用者

と）ｐ5、7行目「5.分室の見直し方向」の中での「･･当

該地域団体」とはどういう団体のことか分かりませんが、

何よりも今後は高齢化が進み今まで車や自転車を利用し

ていた人も「徒歩で行ける」近くの分室の利用を増やす

ことも考えられます。むしろ分室をもっと使いやすくす

る努力が必要ではないでしょうか。[例えば開室時間のわ

かりにくさをもっと分かりやすくするとか･･]高齢者向

けテーマのお話し会とか・・・老人会との連携 

146 

市民は全て納税者です。税金を納めている故に市民サー

ビスを受けるのは当然の理です。この観点に立ちつつ子

ども達の健全な心身ともの発達・成長と私も含めた高齢

者の健康寿命をのばすために、十分な枚方市の行政施策

を求めます。従って、財政が厳しいとかの理由で教育・

文化予算削減と「分室等の見直し・廃止には反対です。

文化都市枚方を目ざしてほしいです。子ども達がなかな

か本を読みづらい状況を改善するために、①自転車・徒

歩で通える範囲に分室を設置するよう設置場所について

の検討をすること。②市民の要望やレファレンスに応え

ることのできる図書司書を各館・室に複数配置すること。

③学術的な書籍の保存を推進すること。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

147 

まず、意見とあるが、あくまで形だけであって、後から

市民から批判があった時に、「前もってご意見・アンケ

ートを実施しました」という為だと私は考えています。

すでに上層部の方々はさらに見直しをすすめていると考

えています。数ある図書館を守る為に活動している市民

グループがいるにも関わらず全くその声が届いていな

い。 そもそも今回の見直しも図書館を長らく放置して

きたツケであり、自業自得ではありませんか？ もっと

もっと市民に声をかたむけて下さい。ただ待つだけでな

く、自ら市民にあゆみよって下さい。そうすれば、本当

の意見（ゝ）での「図書館の見直し」（減らすという意

見（ゝ）ではなく！）ができるのではないでしょうか？ 

民間委託断固反対！！です。 

３３ページでお示しした考え方と

同じです。 

148 

・分室は身近で地域に密着した、子ども達や高齢者、身

体の不自由な人たちにとって、不可欠なものです。 

・家族が入院している時、星ヶ丘医療センターに自動車

文庫が来て本が借りれ、読めたことは、時間がとれない

日々にうるおいを与えてくれました。 

・春日小の校内の中に自動車文庫が来てくれ、留守家庭

の児童たちが、安全に、読書に親しめて、とてもよかっ

たです。 

・全国どこの町にも誇れる、分室や自動車文庫は続けて

ほしいです。すばらしく大きな図書館があっても市に１

つでは、とても読書環境がいいと言えません。 

149 

1)大きな図書館５より小さな図書館１０、１５が便利～

すぐ近く～ 

2)「見直し」の目的が何か？ 

・経費のことか？他市との比較など市の広報になぜのら

ないのか？水道料金他は比較している 

・予算オーバーなら対策あるだろう 

・寄附、省力化、係員減とか 

3)図書館がなくなる＝枚方の文化がなくなる＝知識人は

いなくなる 

  それでいいのか 維新の市長さん！！ 

150 

分室などは特に、小さい子どもづれ、１人で外出ができ

るようになった子ども、長く歩くことの困難な人たち、

体の自由のきかない人たちが、図書館を利用する、足が

かりになると思います。減らすことも考えておられるよ

うですが、むしろこれからは既存の図書館、分室から離

れたところに整備していくべきものと思います。全ての

市民が同じように読んでえらんで、借りてができますよ

うに。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

151 

分室だけ、牧野、さだ、だけではなく年々利用率(貸出数)

は減少しているのではないか。利用が少なくなる原因を

探るべきではないでしょうか。効率を高めるのが教育で

はないと思う。 

対策 

①分室、分館、自動車文庫の蔵書の更新 

②分室の開館時間増 

③分室に優秀な司書を配置 

たしか、第２グランドビジョンに図書館のまちという文

言があったばず。 

３３ページでお示しした考え方と

同じです。 

152 

生涯教育がうたわれる一方で高齢社会といわれる現状を

ふまえたら、高齢者の方が)図書館を使用できる範囲内に

ないのはおかしい話だと思う。分室をなくすのであれば、

徒歩以外の交通手段をもたない方にも、手軽に貸出しが

できるように配慮をすべきではないか。ネットを使える、

使えないにかかわらず、市民に平等にほんと出会える機

会を作るべきだと思う。 

153 

私は香里ケ丘図書館に近いので恵まれた環境ですが、香

里ケ丘図書館に置いていない本を読みに分室(サプリや

茄子作）も利用させてもらっています。分室を効率だけ

で閉鎖するのは気が進みません。独居老人や児童が徒歩

で気楽にいける場所として（無料で気軽に人や本と出合

える場所）をもっと提供してほしいと思っています。健

全で健康な市民を育てるためにも、文化、教育に効率化

はふさわしくないと考えます。『助け合い』そのための

税金かと思います。分室閉鎖は時間をかけて話し合い、

存続できるよう再検討願います。 

154 
分室は書籍の探索、借りる受渡し場所に限定すれば大き

なスペースは必要ない。 

155 

図書館機能を廃止する 4分室について、今後も図書館機

能を続行されることを望みます。「本のある地域の新た

な居場所づくり支援」の内容が、はっきりとはわからな

いのですが、利用者に子どもやお年寄りが多くみられる

こともあり、廃止されてしまうと、分館までの移動も困

難で、本を借りることができなくなってしまうと予想さ

れます。「団体図書の貸し出し支援」では、冊数も限ら

れてしまい、選ぶ楽しみも奪われてしまうのでは？ 

＊開館日・時間を限る、＊職員＋市民のボランティアの

力で本の貸し出し・返却・管理等をまかなうなどはでき

ないでしょうか。「地域住民の居場所としての機能の強

化」を狙うならば、機能縮小は再検討いただきたいと思

います。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

156 

図書館は、市民の学ぶ権利を保障するものだと思ってい

ます。なので、分室がなくなることで不便を感じる人が

一人でもいるのなら、残す方向で考えてあげてほしいな、

と思います。でも、１日に 60人くらいしか来ない、とい

うのもコスパがどうかとも思います。分室をなくしてし

まうのなら、できるだけ図書バスを走らせてはどうでし

ょうか。あと、私の団地には定期的に図書バスがやって

くるのですが、そのタイミングにいけないこともあって

残念に感じることがあります。そこで思ったのですが、

自治会の集会所の一角に図書スペースのようなものを置

いて、管理を自治会に委託する、ということができれば、

もっと気軽に本に接する機会が団地の子たちに提供でき

るのではないでしょうか。 

法的にそんなことができるのかどうかわかりませんが、

もし、可能性があるのなら、今後、検討してみてくださ

い。 

３３ページでお示しした考え方と

同じです。 
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９．枚方市駅前の図書館サービスポイントに関するご意見（12件） 

NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

157 
サテライトが無くなるのは非常に残念です。再開を検討

してほしい。 

市駅前サテライトついてはこのア

ンケートの内容では対象外と記載

しておりますが、廃止時期と重なっ

たため多くのご意見をいただきま

した。サテライトは、契約期間の満

了により閉室しました。 

 現在の中央図書館は、地理的に市

の中心部分に位置し、また、教育委

員会の建物に向かい合う位置にあ

って、中央図書館としての機能を発

揮するには、適地に立地していると

考えています。 

しかし、枚方市駅周辺への図書館

施設の設置は課題と考えておりま

す。 

158 

経費削減の為いたしかたないないかもしれません。 

只、図書館の楽しみは知らない図書との出会いもあるの

で閲覧型から検索型重視への移行は残念です。 

又、分室事項ではないですが、中央図書館は非常に利用

しにくいです。往復すれば本一冊買えてしまいます。や

はり基幹図書館は市の中心に有るべきではないでしょう

か。サテライトの閉館により、市の中心に図書館が全く

無いというのは本末転倒と考えます。利用の良さを考え

れば、中央の市駅周辺への移転を望みます。 

159 

市内黄金野に住む友人は庭に「豪華な書斎」を作って貰

ったと会うたびに自慢げに話し、せっせと書斎に通って

楽しんでいる。「豪華な書斎」とは云うまでもなく、枚

方市立中央図書館である。車を持っている人はとも角、

一般の市民は市の中心部京阪枚方市駅からバスで 20分、

片道 230円の運賃をかけて行かなくてはならない。結局

は「豪華な書斎」も一部の人達が恩恵を受けるだけで多

くの市民にとっては垣根の高い隣の芝生である。蔵書数

から見たら極めて利用率の低い「箱もの」に過ぎない。

枚方市と同程度の人口を有し、地方の中核都市で中央図

書館がこの様な辺鄙なところに設置されているところが

あるのだろうか？あれば教えて頂きたい。「豪華な書斎」

をせめて多くの市民が効率的に利用出来ないかと考え、

一つの案として市立ひらかた病院と医療センターを一日

何本か巡回運行している 100円バスの方式で市駅と中央

図書館を直通で結ぶバスを運行してもらいたいとお願い

したが(市長への提言に投書)一顧だにされない。さらに

駅前のラポールひらかた(総合福祉会館)の４Ｆにある福

祉図書コーナーは何時立ち寄っても利用者は１～２名で

職員の数の方が多いのが現状であるが、本来の機能は維

持しつつもせめて一般雑誌でも置いて利用者に便宜を図

って貰いたいと(閲覧だけで貸出しはなくても良いと)お

願いしたが(市長への提言)に投書。これも前掲の投書と

同様に無視された。駅前サテライトの閉鎖に伴い、多く

の人が集まる市の中心部での知的な森の活性化はますま

す衰退して行くのは目に見えている。今回の「分室等の

見直しに関する基本的な考え方(案)を繰り返し読んで見

たが、市民サイドからものを見ていない事を痛感する。

コンパスで円を引いて空白域がないか、これで良しとす

る自画自賛のやり方に失望するだけである。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

160 

枚方市駅の近くに住んでいます。おととし引越してきま

した。お買い物ついでに、子どもの絵本を借りて便利に

利用してきましたが、今回サテライトがなくなり残念で

す。駅の近くに住んでいる人ほど、車を持っていないこ

とが多いと思うので、遠くの図書館には、行きにくいで

す。絵本は見て借りないと、予約では雰囲気がわからな

いので困ります。絵本だけでも置いてもらえないでしょ

うか。お願いします。 

３８ページでお示しした考え方と

同じです。 

161 

返却 BOXを駅近くに設置して下さい。(たとえば京阪枚方

市駅構内)市駅に近い便利のいい駅前サテライトは利用

者の借りたい本が、その場で、探せるスペースのあると

ころに設置して下さい。 

162 

分室があるのは助かっていますが、時間及び日時(開館

の)が少ない。サテライト図書館は本当に助かりました。

諸事情があると思いますが、市の建物であるラポール(障

害者用とはいえ)の図書館などを活用して一般図書館(サ

テライトの様な)使用にして欲しい。市役所周辺には、す

ぐ間に合う図書館がない！！一考を要します。 

163 

(案)の内容がまったく分からないのですが… 

やめるとか減らすとか増やすとかの具体的内容が見えな

い。サテライト分室がなくなることで、大変不便です。

中央にはバスか車でないと行けません、御殿山でも。図

書館での借りている数は、年間３００冊以上です(一人

で)。本屋においてない古い本が読みたい時図書館しかな

いのです。また目的の本以外にも、目にふれたものを手

にとって、確かめてみるには図書館がないと不便。新刊

はなくてもよいので、分室に本をおいて下さい。ラポー

ルのがらがらのスペースを本でいっぱいにして下さい。 

164 
枚方市駅周辺(市民会館→夜は暗くなります。よりも近

く)に返却ＢＯＸがあるとありがたいです。 

165 

枚方市駅前サテライトを主に利用していました。無くな

ってしまってとても不便になります。最も困るのはセレ

ンディピティの要素が無くなってしまうことです。サテ

ライトは小さく蔵書数も満足なものではなかったけど、

それでも書架で目にして借りたことが、何度もあります。

四月からは、ラポール枚方で予約した本の受取ができる

とのことですが、蔵書検索は求める資料を探す上で万全

のシステムではありません。興味のあるテーマは多元的

であり、著者と題名が常に明確にわかっているわけでは

ないのです。料理のレシピ本や手芸・工作などの本も基

本的に著者や題名で選ぶわけではないので、検索に不向

きです。小さいお子さんが絵本に親しむ機会も大幅に減

らされてしまいます。地域の分室をなくしていく事には

反対します。 
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NO. ご意見の要旨 教育委員会の考え方 

166 

枚方市周辺に利用しやすい分室があればと思います。駅

前サテライトもなくなり、宮之阪分室は週の内何日か 1

時でないと開館しません。もう少し利用しやすくなる様

に考えて頂けないですか。 

３８ページでお示しした考え方と

同じです。 
167 

市駅前サテライトがなくなり、枚方市の市内図書館がな

くなるのを、どこの市でもありえない。通常市役所に併

設されたりしており、今後不便になります。名前は中央

図書館でも、実態は地方に設置されて枚方市内の住民に

は不便きわまりない。市役所ｏｒ市民会館、ラポールに

図書館を開設すべきである。 

168 

中央図書館があまり遠く郊外になって、サテライトの存

在はせめて市民サービスの為に有益であった。理由なし

に閉館するのは、市民サービスの一方的削減で好ましく

ない。新市長の施政方針がどこを向いているのかを、考

えさせられる。このアンケート用紙が置かれているが、

サテライトの事は通告のみしかない。事前に市民の声を

聞くべきだ。 

 

 

 


