
H29.12.10酒田駅前まちづくりシンポジウム　アンケート結果

①男

64%

②⼥

36%

問１性別

①非常によかった

35%

②よかった

56%

③どちらでもない

4%

④あまりよくない

3%

⑤よくなかった

0%

回答なし

2%

問２今回のシンポジウムはどう思いましたか？
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18
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9

①基調講演の事例選定

②コーディネーター・パネリスト…

③時間配分設定

④パネルディスカッションの題材

⑤シンポジウムの日時

⑥会場設定

回答なし

問３問２の理由として当てはまるもの

はどれですか？（複数回答可）

①ある

79%

②ない

3%

③わからない

6%

回答なし

12%

問４シンポジウム内で取上げられた取組みの中

で興味を持ったものがありましたか？

①深まった

46%

②少し深まった

37%

③変わらない

10%

④あまり理解出

来ない

4%

⑤まったく理解出来ない

0%

回答なし

3%

問５今回のシンポジウムをきっかけに、駅前

開発への理解は深まりましたか？

①高まった

38%

②少し高まった

47%

③変わらない

9%

④少し下がった

0%

⑤下がった

1%

回答なし

5%

問６今回のシンポジウムをきっかけに、公共施

設に対する期待感はどう変わりましたか？

①⻑かった

4%

②少し⻑かった

37%

③ちょうど良かった

49%

④少し短かった

5%

⑤短かった

0%

回答なし

5%

問７シンポジウムの時間はどうでしたか？

①是非関わりたい

11%

②関わりたい

41%

③どちらでもない

37%

④あまり関わり

たくない

2%

⑤関わりたくない

3%

回答なし

6%

問８今後、公共施設の運営等へボランティアで

参画することについてどう思いますか？

○ アンケート総数 112名（シンポジウム参加者数200名）

回収率 56％



 アンケート 問３〜７

都市デザイン課

No. 当てはまるもの 問３「問２（今回のシンポジウムのどう思いましたか？）の理由」 市の回答

1

成功事例として、インパクトがあり楽しく感じた。参考になった。

2

図書館の在り⽅についてのテーマとしては⼤変良かった。

3

吉成さんのお話に感動した。

4

図書館の運営について考えさせられた。

5

図書館が単なる本の貸し借りの場所ではなく、みんなが⾏ってみたくなるという魅⼒

のある場所になっていること。アイディアがどちらにもいるということに尽きる！！

6

⾼校⽣に⼊ってもらったのが良かった。聞いている⼤⼈にとっても、ディスカッショ

ンの内容がより身近なものに聞こえる。

7

事例やパネルディスカッションの内容が⾯⽩かった。

8 【③時間配分設定】

講演の時間が⻑すぎなくて良かった。

9

10月か11月に開催してほしかった。

10

平日開催でお願いします。

11 【⑥会場設定】

公益ホールだったこともあり、来やすかった。

12

私は観光に関わっていますので、我々が出来る酒田コミュニケーションポートへの協

⼒出来る部分のヒントをもらったように思います。

・観光情報センターにおいても、市⺠の皆さまにご協⼒いただきながら進めたい

と考えていますのでよろしくお願いします。

13

酒⽥の低迷を感じていました。隣市との隔差も感じていました。これらの事が忘れら

れる様な希望を感じ取りました。⼈⼝流出を⽌められる様な施設運営を⾊々考えねば

と思いました。止まらないかなあ……？

・駅前という⽴地から、さまざまなにぎわいを演出するために、イベント企画な

ど運営⾯で⼯夫が必要と考えています。隣接する⺠間施設（ホテル・バンケット

等）とも連携していきたいと考えています。

14

新しい方向性を持ったライブラリーを考えている、やりたいという気持ちは伝わっ

た。酒田市が駅前開発でどういう町づくりを目指しているか（コンセプト）少しわ

かった。

15

イマキクの導⼊での意⾒交換が良かった。

・ご感想ありがとうございました。

・新しいタイプの図書館として、2つの図書館の取組みも参考にしながら取り組ん

でいきます。

【①基調講演の事例選定】

【②コーディネーター・

パネリストの選定】

【⑤シンポジウムの日時】

【その他】

・ご意⾒、ご感想ありがとうございました。開催時期等については、今後の参考

とさせていただきます。
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 アンケート 問３〜７

都市デザイン課

No. 分類

問４「シンポジウム内で取上げられた取組みの中で興味を持ったものがありました

か？」

市の回答

1

岐阜市「子供の声は未来の声」コンセプトの重要性を感じました。武蔵野プレイスも

コンセプトが素晴らしいです。

2

武蔵野プレイスの飲酒のできる図書館。

3

リビングルームのような図書館（武蔵野市）。

4

岐阜のメディアコスモス。子育て中の親が、子と共に過ごせる時間を持てる場所があ

るということ。とてもすばらしい！！

5

「デザインできる司書 歌って踊れる司書」について興味を持った（岐阜市）。

6

ぎふメディアコスモスの親子のグローブ（岐阜市）。

7

「ぎふメディアコスモス」は子供の本と関わっている自分にとって憧れ的な取り組み

に思いました（岐阜市）。

8

「図書館の敷居を下げる」「市⺠が本棚を作る」という考え。

9

図書館がカフェだったり、中高生専用スペースを設けたりと、おもしろいと思いまし

た。駅前に、図書館に⾏きたいと思える施設ができればと思います。

10

その町ならではの、酒田発みたいなスタイルを考えたくなった。

11

図書館と地域の発展について興味を持った。

12

親子で遊べるスペース、イベントスペース。

13

⼦ども司書制度。

14

図書館が小さい子どもから、障がい者、高齢者が楽しんで集える場所になればと思っ

ています。授乳できたり、⾚ちゃんが昼寝できたりすれば、若いママはホッとするで

しょう。

15 【図書館・情報発信関係】

市⺠参加でのライブラリーセンターになるように⾏政も常に⾊々発信してほしい。 ・情報発信については、ホームページやSNS、デジタルサイネージなど様々な媒

体を使って皆さんにお伝えしていきたいと考えています。

・素晴らしい取組みが沢山ありましたので、参考とさせていただきたいと考えて

います。

・ご感想ありがとうございました。

・施設内には親子でくつろげるような読み聞かせスペースや授乳スペースを設け

る予定です。また、多様な席を設けて、赤ちゃんから高齢の方までさまざまな世

代の方が、さまざまな過ごし方でくつろげる施設にしていきたいと考えていま

す。

【図書館機能・全般】

【図書館・子育て関係】

【基調講演事例】
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 アンケート 問３〜７

都市デザイン課

16 【図書館・飲食】

アルコールの提供、帰りが心配であるが？ ・お酒を⼤量に飲んで騒ぐ場所とは考えていません。当然、利⽤者の⽅より雰囲

気を分かってもらい、お酒を嗜む程度の場所として、共存していけるようにして

いきたいと考えていますが、運用等については、今後検討してまいります。

・帰りについては交通ルールを遵守の上、公共交通機関を利⽤していただくな

ど、自己責任となります。

17

司書さんの意欲が高まる図書館はいいねと思いました。ぜひそのような方を採用して

ください。

18

司書のワークショップ、デザインできる司書、歌って踊れる司書。

19

職員や市⺠の意識の変⾰が必要なこと。

20

館⻑の公募、役割。

21

働く世帯も対象にした図書館。

22

若い⼈達に優先的に開放すべきとした内容。

23

とにかく人が集まらないと前に進まないので、小中高幼児に届くイベント。

24

学校図書館との連携。

25

少人数や中高生専用で使えるスペース。

26

魅⼒あるイベント。ヒーローショー。軽トラ市。

27

継続性のあるイベントの開催。

28

掲示板での相談。

29

会場参加者の意⾒をすい上げるネットの取り組み。

30

パネルディスカッションの仕組みが非常によかった。

31

観光ガイドが関われる。協⼒出来る部分のヒントがあってありがたかった。

32

目玉はライブラリなのか、商業スペース等の話しはなかった。

33

カフェやバー等で⼈が集まれば良いものではない。市⺠とどうつながるかだ。

34

ソフトが大事。使いやすい施設・運営。

35

世代を超えて繋がれるコミュニケーションポート。

【図書館・機能、

イベント】

【運営・事務局】

・館⻑の公募などの具体的な運営については、今後検討していきます。司書に関

しては、研修や勉強会などを開催し、個々のスキルアップを図れるような環境を

整え、市⺠の皆さんのニーズに応えられる⼈材を育てていきたいと考えます。

・自由に活動できる多目的スペースを設ける予定です。また、２階にはラーニン

グコモンズスペースを設け、中高生や大学生がグループで学習できるスペースを

設けます。どのようなイベントや施設活用ができるか検討していきたいと考えて

います。

・ご感想ありがとうございました。

・若い世代から⾼齢の⽅まで幅広い層の市⺠の⽅から利⽤され、集まった⽅々が

交流し、新たなつながりが⽣まれるような施設にしたいと考えています。

・建物を作ったから終わりではなく、どう運営していくかが⼤事です。利⽤され

続ける施設にするためには⾏政だけでなく、市⺠の皆さんのご協⼒も必要だと考

えております。より良いサービスを提供していくための組織体制、運営体制を引

き続き検討して参まいります。

・今回のシンポジウムは図書館を核としたまちづくりがテーマとなっておりまし

たので、ライブラリーセンターが中心の講演内容とさせていただきました。

【その他】

【図書館・

若者世代】

【図書館・

人材育成】

・今まで図書館の利⽤率が低い若い世代やビジネスマンの⽅にも利⽤していただ

けるよう、開館時間の延⻑やパソコンが使⽤できる席、Wi-Fi設備の設置等を考え

ています。また、学校との連携も大事だと思っておりますので、調べ学習や夏休

みの課題等⽀援なども⾏っていけるよう検討して参ります。

3



 アンケート 問３〜７

都市デザイン課

No. 分類 問５「今回のシンポジウムをきっかけに、駅前開発への理解は深まりましたか？」 市の回答

1 なぜ図書館を建てるのかが理解はできた。

2 館⻑は熱のある⽅をぜひ選んでほしい。

3 観光ガイド活動をしている関係で、楽しみにしている。

4 ライブラリーセンターを中⼼に、市⺠が居⼼地の良い場所にして欲しい。

5

ライブラリーセンターを核としてぜひ様々な人がコミュニケーションのとれる場を

作ってほしい。

6 良いところを真似してもっと良くなるように祈っている。

7 発展させるために考えつかないようなことをして楽しそうだと思った。

8 酒田駅前が情報交換の港になってほしい。

9

今回初めて酒⽥駅前の開発について学ぶことができ、住む地域でこのような発展が⾏

われていることを学べたため。

10 コーディネーターの人たちがいろいろと説明していたのがわかりやすいから。

11 私達の活動が図書館の価値拡大に貢献したいと考えた。

12 全体像をよく理解出来ていないので、でも少し深まった。

13 図書館の在り方についての感じ方が変わった。

14

酒田市が駅前開発でどういう町づくりを目指しているか（コンセプト）少しわかっ

た。

15 中町の開発も必要！！

16 図書館で駅前活性化するとは思えない。

17 事前にとりたい情報を得ていたので変わらない。

18 完成後の運営が大事。完成後が始まり。

19 駅前のまちづくりについて駅前の住⺠が蚊帳の外にいます。

20 ライブラリーセンターのこと理解は深まったが、その他のことは深まらなかった。

21 どうして駅前なのかなと思う。

・図書館について、その集客⼒は他の酒⽥市内の観光施設と引けをとりません。

その上で、今後新たな利⽤者層の拡⼤を図り、駅周辺や中⼼市街地全体への波及

効果を目指します。

・駅利⽤者以外の⽅からも来ていただけるような魅⼒的な企画やイベントの充実

は重要だと考えています。併設される観光情報センターやカフェ、ホテル等と連

携しながら施設の魅⼒をアップしていきたいと考えています。

・魅⼒的な施設にしていくためには、⼈づくりが1番⼤事なことだと考えていま

す。職員やボランティアなどを育てていく環境を整え、市⺠の皆さんのニーズに

応えられるような人材の育成に努めてまいります。

・地元への情報提供や意⾒交換も⾃治会を通じて⾏っております。

【深まった】

【少し深まった】

【変わらない】

【あまり理解ができない】
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 アンケート 問３〜７

都市デザイン課

No. 分類

問６「今回のシンポジウムをきっかけに、公共施設に対する期待感はどう変わりまし

たか？」

市の回答

1 基調講演にあったような公共施設ができたらいい。

2

以前から酒⽥市に少し関わっているので、今回で更に強く関わりたいと思うし、期待

も高い。

3 映像で酒⽥のよいところを知らせることもできたら良い。

4 新施設が駅前の顔となることを期待する。

5

誰もが気軽に使用できる施設にしてほしい。敷居を下げるための運営の在り方（指定

管理も含め）を⼗分検討していただきたい。

6 市⺠との協働参加、私達が⾃主的に取り組む重要性を認識した。

7

様々な意⾒を聞き、公共施設はなくてはならない場所であり、市⺠から⻑く有効に利

用されなければならないと思った。

8 市⺠の⼩さな要求や願いが、⽣かされるという期待感が⾼まった。

9 地元に居続ける以上は地元について知った⽅が良いと分かった。

10 マジメでつまらないイメージが少し変わった。

11 様々な問題もありますが、前向きな運営に参加していきたいと感じた。

12 駅前開発に関してですけど。

13 酒田市自体の考え方が変わらないのであればあまり期待出来ないのかなと思った。

14 施設を建てた後のことが（何を目的に 何をやりたいか）よくわからない。

No. 分類 問７「シンポジウムの時間はどうでしたか？」 市の回答

1 【⻑かった】 ⻑かったが、意義はあった。

2 腰が痛くなった。

3 時期的に⽇が短かく⼥性は落ち着かない。

4 内陸より来ているので、もう少し早く終ってくれるともっといい。

5 焦点ボケしている。

6 子育て世代の方は３時間このために割くのはよほど強い意志が必要です。

7

２つの市のやり⽅を⾒れたことは、酒⽥の参考になったと思う。話を聞くというのは

むずかしい。

8 1人1人ちょうどよく話していた。

9 ⼤事なことだから⻑くてもよい。

10

パネルディスカッションは個別の⽇程で時間を取っても良かったのでは？と思いまし

た。

11 もう少し⾊々な⼈の意⾒を引き出してみたかった。

・ご意⾒、ご感想ありがとうございました。今後のイベントの参考とさせていた

だきます。

・皆様のご期待に沿えるよう、魅⼒ある施設運営に向けて取り組んでいきます。

・情報の発信や運営方法などのソフト面については、今後公表される実施計画に

て具体的に示していきます。

【少し⻑かった】

【ちょうど

良かった】

【少し短かった】

【高まった】

【少し高まった】

【変わらない】
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 アンケート 問３〜７

都市デザイン課

No. 分類

問８「今後、公共施設の運営等へボランティアで参画することについてどう思います

か？」

市の回答

1

ライブラリーセンターを一緒に楽しいものにしていきたいです。今までと違い、楽し

い図書館を作っていきましょう。

2 みんなで酒田を盛り上げよう！！

3

観光の部門は割と重要なセクションと自負していますので、観光ガイドとして積極的

に関わりたい。

4 今の⾏政は⾼齢者ばかりに⾦をつかっている。若い世代にも還元してほしいから。

5 創作面に興味があるのでその面で参加したいと思った。

6 自分に出来る事があれば。

7 酒田の発展に貢献したいため。

8 市⺠が作り上げないと⻑続きしない。公共施設は市⺠共同で作るものだと思うから。

9 内容によっては、関わりたい。

10

岐⾩の例を聞くと「１つくらいは何かお⼿伝いできるのでは」と感じることができ

た。いろいろな仕掛けをやっていくことが⼤切だと思えた。

11 地域貢献がしたいから。

12 色々提言はしたい。

13 関わりたいが、難しそうで困る事があるのではと心配。

14 皆で参加したくなるイベント等、関わってみたいと感じた。

15 始めから市⺠参画にしてもらいたかった。

16 市⺠の為の施設である為有効に活⽤されるよう協⼒したい。

17 関われる人は大きに関わってもらいたい。

18

今の健康が続けば携わることになるのだが、完成するのが３年後でしたか？ もつか

どうか。是非⾒てみたいです。

19 地域ボランティアで精一杯。

20 時間があれば関わりたい。

21 私利私欲。

22 出張が多く、休みたい。

・できる範囲で、気軽な気持ちで関わっていただけるように工夫して参ります。

市⺠参画を通し、出会いや交流が⽣まれるような場としたいと考えています。

・建物を作ったから終わりではなく、どう運営していくかが⼤事です。利⽤され

続ける施設にするためには⾏政だけでなく、市⺠の皆さんのご協⼒も必要だと考

えております。より良いサービスを提供していくための組織体制、運営体制を引

き続き検討してまいります。

【是非関わりたい】

【関わりたい】

【どちらでもない】

【関わりたくない】
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 アンケート ⾃由意⾒

都市デザイン課

No. 主な⾃由意⾒ 市の回答・考え方

1

図書館が本を借りる場所としか考えたことがなかったので、まちづくりに積極的に関わる

ことができるとは思いませんでした。こんな図書館ができたら通いたい！！

2

新図書館の成功を楽しみにしています。子供達が将来の酒田市で活躍できる場が提供でき

るといいですね。

3

公共施設の持っている⼒を発揮して欲しいです。

4

今⽇のお話しを聞いて図書館のイメージが変わりました。市⺠が集える、楽しい場所にな

りそうで楽しみです。１日いれるスペースになってほしいと思います。

5

今回講演を聞いてこれからの図書館ということで従来のイメージが一掃されました。ワク

ワクする中身というのでしょうか。酒田でも必ず実現できると思いました。駅前に人が集

まる往来が多くなる、これは我々市⺠の願いです。

6

ここまで、作ってこられたこと、おつかれさまです。いいものを作れるよう、一緒にがん

ばりたいと思います。

7

多賀城市の図書館のようなものがほしいと思ってましたが、それよりもさらに今日伺った

ような施設が出来たらとても満足です。

8

酒⽥市がこの駅前開発をきっかけに新しく⽣まれ変わってほしいと思っています。魅⼒あ

る町づくりを酒⽥市⺠が改めて考えることにもつながってほしいです。

9

シンポジウムに参加してみて、商業施設を作るよりも、新しいスタイルの公共施設が⻑期

的に酒⽥の財産になると感じました。⾼校⽣の意⾒もよかった。

10

今⽇は、酒⽥駅前の図書館についての話す会は、いろいろな意⾒が出て、いいなぁと思っ

たのがたくさんあったので、私も意⾒を出したのでよかったです。どういう図書館ができ

るか楽しみにしています！！

・基調講演していただいた２つの事例やパネルディスカッション等で出た意

⾒等も参考にしながらご期待に沿えるよう事業を進めてまいります。

1



 アンケート ⾃由意⾒

都市デザイン課

11

武蔵野市、岐阜市の図書館の成功はすばらしいと思った。運営（図書館）する側の人材も

⼤切（りっぱな建物だけ建ててもダメ）。⼈⼝減少（地⽅）に対する視点も必要。（武蔵

野市都会の都市人口14万 岐阜市は41万都市）酒田市とは全然内容が違う。

12

大都市の武蔵野、岐阜は酒田の参考に十分なるのだろうか……。

13

図書館は小説のイメージが私にはあるので、漫画を多く置いてみては？と思いました。

14

高校生の資格のための参考書、実現できるといいと思います。

15

武蔵野市、岐阜いずれでもやっていない、ウェルカムミュージックコンサート（ミニコン

サート等）を月々１回でもいろんなジャンルの音楽（洋楽・和楽を問わず）を開催した

ら、よりコミュニケーションポートのコンセプトに近づくのでは、ないでしょうか。グ

リーンハウスのムーンライトセレナーデはいまでも心の中に残っていて、酒田を思い出す

いいきっかけ、スイッチとなっている。

・ご意⾒ありがとうございました。参考意⾒とさせていただきます。

16

武蔵野プレイス・ぎふメディアコスモスの話がおもしろかったです。事業に対する期待と

興味がわきました。

17

過去に取り組んだ事のある⽅の視点から取り上げたら⾯⽩いところが分かって良かった。

18

夏に武蔵野プレイスに⾏って感動しました。

19

吉成さんのお話がおもしろかった。

20

吉成館⻑の講演が⼤変よかったです。

21

武蔵野、岐⾩に負けない良い図書館を希望します。

22

⾼校⽣にも目を向けられているプレゼンが多くて良いと思いました。

23

時には一瞬、眠りに誘われたりしましたが、高校生のパネリストが新鮮でした。

・ご感想ありがとうございました。

・2つの図書館は、共ににぎわいや交流が⽣まれるように滞在型を目指してお

り、当市としてもこのような公共施設を目指したいとして選定したもので

す。人口や施設規模の違いは当然ありますが、考え方などについては、生か

せる部分はたくさんあるものと考えています。

・漫画については、収集を拡充していきたいと考えています。収集方針で

は、社会的な評価を得ていること、完結したものであること、評価の定まっ

た作品を予定しております。参考書も含め検討していきます。

2



 アンケート ⾃由意⾒

都市デザイン課

24

光陵⾼校⽣（若者代表）の意⾒を⼤幅に取り⼊れて欲しい。

25

今回のシンポジウムとても良かったです。よく理解できました。光陵⽣の発表とても良

かったです。出来れば市内すべての中⾼校⽣や公益⽣などの意⾒も聞きたかったです。

26

光陵以外⾼校⽣は関わりがないのでしょうか？

27

⾊々な年代の意⾒を聞くことができて、⼤変楽しい時間を過ごすことができた。このよう

な集いにもっと若者（⼤学⽣など）が来られる⼯夫が必要なのでは、と思った。

28

⼤学⽣の意⾒も聞きたかった。駅前から中町、いわゆる中⼼市街地に⼈を誘動させるため

にどうすべきか、これも一緒に考えるべきです。

29

パネルディスカッションに高校生を呼ぶのはいかがなものでしょうか。人を呼びたいのは

理解しますが、酒⽥駅の駅⻑を呼んだ⽅が、はるかに有意義だと思われます。

30

パネリストには今まで地道に酒田の街づくりをしてきた方にも入って欲しかったとつくづ

く思います。

31

スマホを使った参加がおもしろかった。

32

イマキクのシステムは⼤変良いです。

33

⾊々な意⾒を⾒れて楽しかった。これが実施されると思うとわくわくしますね。

34

オーディエンスが参加できる仕組みは良かったです。

35

今後もこの様な市⺠も参加できるイベント、ディスカッションを⾏って頂きたいです。

36

スマホを持っていない⽅にとってはみなさんの意⾒を目にすることができず、中途半端な

感じになっていたのではないでしょうか。逆にあるとスマホが気になりパネリストの方の

お話しに集中できないと感じました。

37

スマートホンを持ってないので意⾒が出せなかった。

・今回は若者の率直な意⾒をリアルタイムで聞きたいということで、酒⽥コ

ミュニケーションポート（仮称）整備検討委員である、光陵⾼校の教頭先⽣

にお願いし、⽣徒さんから参加のご協⼒いただいたものです。

・参考までに、昨年市内5校の⾼校より、駅前公共施設整備に関するアンケー

ト調査のご協⼒いただきました。カフェや交流・滞在できる場所が欲しいと

いう意⾒を多くいただきました。

・⼤学⽣との意⾒交換会や⼤学⽣・⾼校⽣によるワークショップ等も実施し

ています。詳細は市ホームページをご覧ください。

・今回、初めての取組みでしたので、課題もありますが、市⺠意⾒を聞く新

しい手法として有効である考えます。

3



 アンケート ⾃由意⾒
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38

参加者をみると半分以上が高齢。子供、ママたちなど、今日参加してない人の声もどんど

ん反映してほしい。

・昨年度、⼦育て中のお⺟さん⽅との意⾒交換や市⺠アンケートなどさまざ

まな⽅法で声を拾う取組みを⾏いました。⼦育て⽀援施設の運営者の皆さま

など随時アドバイスをもらうなどの工夫をしております。

39

ワーキングスペースを作るのはいいと思いました。やはり、「気軽に」という事が大事

で、「人を配して、つなげる」ではダメな様な気がします。そして酒田にどんな会社があ

るのか、企業も積極的にアピールできるところがあればお互いを知れるし、活気づくと思

いました。普段⾞に乗っているばかりだし、雪かきでつかれるけれど、ボルダリングと

か、楽しい運動を、大人もしたい。子供より先に、化学実験の体験など、まず大人が参加

したい。過去の子供達は飢えているのだ！

40

コワーキングスペースは作らないのですか？

41

施設としての集客を考える時、受動的でなく各自の熱意ある、やる気だと思いますので

しっかりお願いします。

42

パネリストの方々が云っていた様に、他に負けない様なプラン、アイディアを我々も考え

たいと思いますので、市の⽅もフンドシをしめ直し隣市に負けない様な⾏動、決断⼒を発

揮して計画を進めてほしいと思います。

市も柔軟な考えを持ちなさい！あたり前の物では絵に書いた餅になりかねません！

43

デザインだけでなく、市と市⺠が互いに作っていける施設をお願いしたい。ずっと続いて

いく施設で居⼼地の良い、ずっといられる施設が良い。

44

館⻑のリーダーシップは事の成功を⼤きく左右すると思った。そして活動させるための担

保となるシステム、制度をどう作りあげるかが⼤事。

45

図書司書を多く配置して下さい。未来に残す財産です。⼦どもたちに良い本を与えられる

ように、アドバイスできるように、営利追求だけにならないように願います。

46

ライブラリーセンターでもやはり市⺠の図書館であることが根底だと思います。

今⽇の意⾒を図書館に関⼼ある⼈ない⼈に⾒てもらうにはどうできるか⼯夫して下さい。

47

コミュニケーションポートの概要など積極的に開⽰して⾏かないと鶴岡⽂化ホールの様

に、完成してから苦情だらけになる。鶴岡の二の舞いにならない様に。

・館⻑の公募などの運⽤に関してはまだ未定となっています。施設全体を

引っ張っていくリーダーのような存在も必要と考えます。司書については、

研修や勉強会等を通してスキルアップできるような環境を整え、市⺠の皆さ

んのニーズに応えられる人材を育ててまいります。

・今まで図書館の利⽤率が低い若い世代やビジネスマンの⽅にも利⽤してい

ただけるよう、開館時間の延⻑やパソコンが使⽤できる席、Wi-Fi設備の設置

等を考えています。

・企画展示や周辺施設と連携してのイベント等も検討しており、いろいろな

世代の⼈が利⽤できる施設にしたいと考えます。コワーキングスペースは酒

⽥市内にあります（東北公益⽂科⼤学内等）ので、駅前施設には設ける予定

はありませんが、イベントや講座の企画等の連携は考えられます。

・今回のシンポジウムの記録や参加者の⽅からのご意⾒・ご感想について

は、市ホームページに掲載予定です。各コミュニティセンターにも配布予定

です。駅前の情報はさまざまな手法で公開しております。
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48

駅前に集まるであろう⼈の流れをどう拡散させたいのか。図書館が駅前である必要性が未

だ不明。岐⾩の例からしても駐⾞場が成功を左右しているよう。⽴駐しかできない駅前で

大丈夫だったか。

49

公共施設の建設、開設はスタートで、当該施設の周囲にどのような店舗、事務所、住宅を

貼り付くかが⼤切だと思います。周囲への各種施設、⼈の流⼊〜定着にも、注⼒して欲し

い。

50

集客施設としてのライブラリーセンターを目指しているというイメージを持ちました。こ

の施設を核として駅前まちづくりに波及させる仕掛けも重要だと思いました。地元の駅前

地域住⺠はどんな考えなのか気になります。

51

⼈の動線、"対流"という⾔葉が出て来たが、駅前のあの限定された敷地内での⼈の流れに

しか及んでいないのが疑問。あの場所が魅⼒的になれば⼈の⾝持ちはそちらに向かうよう

になるかもしれないが、本間美術館から駅迄とかの動線上にも賑わいが生まれるよう、同

時進⾏で取り組んでほしい。

「駅前」という事で武蔵野市の施設に親近感をもってしまうが、「武蔵境」駅と「酒田」

駅では⽴地条件が全然違うという事をきちんとおさえて欲しい。「武蔵境」駅前は繁華

街、ショッピング街で⼈はそのついでにプレイスに⽴ち寄る事も多い。今の酒⽥駅周辺で

は、「ついで」は考えられず「目的」をもった⼈の利⽤が主になるのでは？「武蔵野プレ

イス」を孫と⼀緒に何回も利⽤した事がある者としての⼀⾔でした。

52

まちづくりに関心があるが、運営に関わる人には、全くボランティアではなく、少しでも

「報酬」が出るカタチで参画してもらった方が、よりやりがいもあるし、責任も持っても

らえると思う。

・市⺠参画の⼿法については今後検討していきます。

・駅前という⽴地から、様々な賑わいを創出するため、イベント企画など運

営⾯で⼯夫が必要と考えています。隣接する⺠間施設（ホテル、バンケット

等）とも連携していきます。

・図書館について、その集客⼒は他の酒⽥市内の観光施設と引けをとりませ

ん。その上で、今後新たな利⽤者層の拡⼤を図り、駅前周辺や中⼼市街地全

体への波及効果を目指します。

・駐⾞場については、現在の図書館利⽤や他施設利⽤を考慮して台数を決め

ております。敷地やコスト面でも制約があり、いくらでも作れるわけではあ

りませんのでバランスが大事であると考えます。

・地元への情報提供や意⾒交換も⾃治会を通じて⾏っております。

5
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53

現在の図書館はどうされるのでしょうか。空洞地の場所が移るだけではないでしょうか。 ・現在の中央図書館が駅前のライブラリーセンターへ移転することになりま

す。跡地の利⽤については今後の検討となります。

54

今回の図書館の運営について、指定管理であるか直営であるかに、市の⽅も、パネラーを

まとめる司会も、講演者もふれていないのは何故でしょうか。会場内からの質問には後日

であろうとすべて回答を公開して下さい。建物を作ったから中⾝をつくるのは市⺠だとい

うパネリストの発言は、上から目線です。

・運営手法に関してはまだ未定となっております。建物を作ったから終わり

ではなく、どう運営していくかが⼤事だと思っております。利⽤され続ける

施設にするためには⾏政だけでなく、市⺠の皆さんのご協⼒も必要だと考え

ております。より良いサービスを提供していくための組織体制、運営体制を

引き続き検討してまいります。

55

予算をけちらず後悔しない整備を望みます。 ・ご意⾒ありがとうございました。

56

目の前にいるのにインターネット上で意⾒を伝える事に驚いたが、酒⽥⼈はシャイなの

で、それもいい方法なのかもと思いました。でも、それを持っていない方が参加するのは

難しいと思った。

57

画像が⾒づらかった。

58

マイクの音がこもって聞きとりづらかった。

59

資料として駅前の施設の平⾯図があったら良いのにと思いました。

60

画⾯で、１階、２階の⼤まかなフロア予想図がありましたが、良く理解出来ませんでし

た。手元に図があるとありがたかったと思います。

61

道路より⼊り⼝にわかりやすい案内があればよかった。

・ご意⾒ありがとうございました。運営に関して⾄らない点があり申し訳あ

りませんでした。今後のイベント等の参考とさせていただきます。
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～～～～    アンケートアンケートアンケートアンケート    ～～～～    

    
本日は、シンポジウムにご参加いただきありがとうございました。 

今後の参考のために、参加されてのご感想、お気づきの点、今後期待すること等がございま

したらご記入をお願いいたします。  

 

 

        

    

■■■■問問問問１１１１    性別性別性別性別   ① 男    ② 女 

 

■■■■問問問問２２２２    今回今回今回今回のシンポジウムはどうのシンポジウムはどうのシンポジウムはどうのシンポジウムはどう思思思思いましたかいましたかいましたかいましたか？？？？    

  ①非常によかった ②よかった ③どちらでもない ④あまりよくない ⑤よくなかった 

 

■■■■問問問問３３３３    問問問問２２２２のののの理由理由理由理由としてとしてとしてとして当当当当てはまるものはどれですかてはまるものはどれですかてはまるものはどれですかてはまるものはどれですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

  ①基調講演の事例選定 ②コーディネーター・パネリストの選定 ③時間配分設定  

④パネルディスカッションの題材 ⑤シンポジウムの日時 ⑥会場設定 

（理由：                                ） 

 

■■■■問問問問４４４４    シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム内内内内でででで取上取上取上取上げられたげられたげられたげられた取組取組取組取組みのみのみのみの中中中中でででで興味興味興味興味をををを持持持持ったものがありましたかったものがありましたかったものがありましたかったものがありましたか？？？？    

またまたまたまた、、、、それをそれをそれをそれを 1111 つあげるとしたらどんなつあげるとしたらどんなつあげるとしたらどんなつあげるとしたらどんな取組取組取組取組みですかみですかみですかみですか？？？？    

 ①ある   ②ない  ③わからない 

（事例：                           ） 

 

■■■■問問問問５５５５    今回今回今回今回のシンポジウムをきっかけにのシンポジウムをきっかけにのシンポジウムをきっかけにのシンポジウムをきっかけに、、、、駅前開発駅前開発駅前開発駅前開発へのへのへのへの理解理解理解理解はははは深深深深まりましたかまりましたかまりましたかまりましたか？？？？    

①深まった  ②少し深まった ③変わらない ④あまり理解出来ない  

⑤まったく理解出来ない    

（理由：                               ） 

 

■■■■問問問問６６６６    今回今回今回今回のシンポジウムをきっかけにのシンポジウムをきっかけにのシンポジウムをきっかけにのシンポジウムをきっかけに、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設にににに対対対対するするするする期待感期待感期待感期待感はどうはどうはどうはどう変変変変わりましたかわりましたかわりましたかわりましたか？？？？    

①高まった ②少し高まった ③変わらない ④少し下がった ⑤下がった 

（理由：                                ） 

 

■■■■問問問問７７７７    シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの時間時間時間時間はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか？？？？    

①長かった  ②少し長かった ③ちょうど良かった ④少し短かった ⑤短かった 

（理由：                                ） 

 

■問問問問８８８８ 今後今後今後今後、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設のののの運営等運営等運営等運営等へボランティアへボランティアへボランティアへボランティア等等等等でででで参画参画参画参画することについてどうすることについてどうすることについてどうすることについてどう思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

  ①是非関わりたい ②関わりたい ③どちらでもない ④あまり関わりたくない  

⑤関わりたくない 

   （理由：                                ） 

    

■■■■そのそのそのその他他他他ごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご感想感想感想感想    

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 それぞれの項目について、該当する番号に「○」をつけてのん！ 


