
ワークショップで頂いたご意見（全６グループ） 

 

グループ 1 
 

① まちなかにあったらいいもの 
■ひろば 

・屋外でコンサートのできる場所があるといい。 

・自然にコミュニケーションできる場所が欲しい 

→段々になっている土手のイメージ。コンサートできる場所にもなりそう 

・水場があるといい→通りドマの下を川みたいに水が流れていてもいいのでは 

・学生のたまり場になるような居場所が欲しい。軒下？東屋？などなど 

・グラウンド広場は周辺小学校のグラウンドで十分かもしれない→駐車場の方がいい？ 

 

■駐車場 

・駐車場はもっと多いといい。車が停められるというだけで来る理由の一つになるのでは。 

→そもそも周りの道が狭く駐車場向きの土地かというと疑問。一か所で台数増やし渋滞するより

も分散したほうがいいのでは。 

 

② 新施設に欲しいもの 
■学習室関連 

・学習室利用できるスペースがたくさんほしい。最近の学生はまじめに勉強するので。 

・多目的ホールも学習室として使えるといいのでは。 

・素敵な学習席があると学生が集まる場所にもなりそう。 

 

■市民利用室 

・モニターのついているような会議室があるといい。 

・少人数で借りられる小さなスペースがあるといい。 

・調理室も公民館にないのでいいかも。 

 

■ラウンジ、ラボロジ等 

・おしゃべりのできる丸テーブルがあるといい 

・気兼ねなく話せる場所が多くあってほしい。 

 

■実験室 

・子供が理科に触れられる展示があるといい。 

・展示の情報がこまめに更新されると行く理由になる。 

 

■鍛冶ミュージアム 

・鍛冶ミュージアムの展示も好奇心がわくものがいい。 

・一回見て終わりではなく、毎日内容が変わるものができるといい 

・鍛冶職人が集まるような場所はどうか。鍛冶職人と子供が話せる場所 

 

■その他 

・外国人が来やすい場所にできるとよい。 

・観光客も来たがるような図書館にしてほしい 

・水槽で魚を飼っているのもいいかも。 

・動物を飼うならヤギも雑草を食べてくれるし良い。 

 

 

 



グループ 2 
 
① まちなかにあったらいいもの 
・雪：除雪どうなる？雪が降る地域なので、除雪をどうやって行うのか、考えてほしい 

・駐車場の収容台数はどのくらいなのか？たくさんほしい 

・木で木陰を作ってほしい 

・グラウンドの中には、小さくても丘があると良い（あそぼってのようなイメージ） 

・グラウンド広場に遊具が欲しい 

・シンボルツリーとなるようなものがあったら良い 

・駐車場：入り口の場所は、良く考えてほしい、場所によっては、一通が多いため、利用しにく

いことが想定できる 

・芝生のエリアが欲しい 

・地下を書庫にしてはどうか 

・足を付ける水場が欲しい 

・屋根に人は入れる？花火が見たい 

・屋根は雪に耐えられる？ 

・コンビニが近くに欲しい 

・自由にごはんが食べられる場所が欲しい（アオーレ長岡のようなイメージ） 

・カフェも欲しい 

・雨風の避けられる自転車置き場が欲しい 

・子どもたちが集まりやすい場所にしたい 

・地域の子どもたちは、みんな自転車で出かけている 

・まちなかに子どもたちが意外といるが遊ぶ場所が少ない 

・お惣菜屋さんが欲しい 

・子連れの場合、移動回数を減らしたいので、1つの敷地内に多くのコンテンツがあると良い 

 

② 新施設にほしいもの 
■3階 

［学習コーナー］ 

・仕切りが多いと良い 

・車いすでもラクラクと回れるような配置になると良い 

 

■2階 

［一般開架］ 

 

［読書テラス］ 

・屋根はあるのか？ → ひさし（２ｍ程）がある 

・日除けがあると良い 

 

■1階 

・ママたちが子どもとおしゃべり出来る空間が欲しい 

・読み聞かせ：ラボロジでやると良い 

・ミュージアムショップがあると良い 

・ロビーコンサートが出来るような空間があると良い 

・段差があると吸われてよい 

・部屋ごとの仕切りがあると良い（無い予定とのこと） 

・児童書コーナーはクツを脱いで上がれる場所だと良い 

・ラボロジは小さな集会やイベント、読み聞かせが出来ると良い 

・通りドマにキッチンカーが入れると良い 

・楽器演奏（ライブ）ができるような場所だと良い 



 

［こんな図書館であってほしい］ 

・大人が本を選んでいる間、子どものいる場所があると良い 

  ⇒ 大人がゆっくりと選書を出来る時間を設けたい 

・親子だと２階と１階と行かなければならないのが大変 

  ⇒ 児童書は１階、大人が読みたい本は２階となると移動が大変 

・本が借りるだけではなく、買えると良い 

  ⇒ 図書館から借りて読みたい本と欲しい本は違うよね！ 

・若い人にも来てもらえると場所にしたい 

  ⇒ 現在の図書館は、若者（10～20代）の利用が少ない 

・お父さんにも来てもらえるように工夫したい 

・個室（有料でも良い）で読めるエリアにしてほしい 

・授乳室は絶対に欲しい 

・勉強しやすい（学生）学習室が欲しい 

・おしゃべりのできる図書館であってほしい 

・ずーーーっと滞在している（長時間）人もそのまま使ってほしい 

  ⇒ 現在、１日中滞在している人がいる 

・椅子が自由に動かせて、自分の好きな場所で読めると良い！ 

・ゆったりスペース（本を借りなくても良い）エリアが欲しい 

・読書通帳があると良い、自分の履歴を見たい（大人も子供も嬉しい） 

・亀のクッションは残してほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グループ 3 
 
① まちなかにあったらいいもの 
■施設内 

・水槽があると良い＜こどもの意見＞ 

・こどもが気軽に楽しめるエリアがあると良い（食事や買い物など） 

 

■外構 

・駐車場に屋根が欲しい（天候に左右されずに行けるように） 

・駐車場が少ないのでは？ 

・こどもの遊び場が欲しい（遊具など） 

・立派な庭園が欲しい（図書館という施設の特色上、あまり賑やかすぎない方が良いのでは） 

・緑が多いと良い 

・周囲からの視線を遮る高い木があると良い（こどもの安全面から） 

・案内サインがあると良い＜こどもの意見＞ 

・駐車場の南側の出入り口は危険。場所を変えてほしい。 

 

■周辺地域 

・一方通行が多すぎる／道が狭いのが困る 

・コンビニやスーパーなど、買い物できる場所が欲しい 

・駅〜新施設までアーケードが欲しい（天候に左右されずに行けるように） 

 

■他施設 

・北三条駅を「三条城跡駅」という名称に変更したらどうか＜鍛治道場館長意見＞ 

・旧図書館を名誉市民記念館にしたらどうか＜鍛治道場館長意見＞ 

 

② 新施設にほしいもの 
■施設内 

・三条の文化（三条まつり・大名行列など）を伝える場が欲しい 

・館内サインを設置して欲しい（「しずかに」など） 

・各部屋に 1つずつ時計を設置して欲しい 

・1階の床の素材を外部環境と揃えたらどうか（芝・砂利など） 

・自販機を設置して欲しい 

・迷ったら困るので迷子センターが欲しい＜こどもの意見＞ 

・三条城らしいデザインにしたらどうか 

 

■図書館 

・本棚は整然と並んでいないほうが良い 

・本棚は低い方が良い 

・本の検索機を設置して欲しい＜こどもの意見＞ 

・花があると良い＜こどもの意見＞ 

・wifiがあると良い＜こどもの意見＞ 

・寝転んで本が読めたら良い 

・段差を少なくして欲しい 

 

■児童書コーナー 

・お絵かきコーナーが欲しい＜こどもの意見＞ 

・書架のない語り部屋が欲しい＜読み聞かせボランティアの意見＞ 

 

■学習コーナー 



・個別に仕切りのある勉強スペースがあると良い 

・「勉強頑張ってね」という張り紙があるとやる気が出る！＜こどもの意見＞ 

・学習コーナーはもう少し増やしても良いのでは 

 

■読書テラス 

・景色の良い南側にあった方が気持ちよく過ごせそう 

 

■鍛治ミュージアム 

・スペースが狭い 

・展示だけだと面白くないのでは？鍛治の歴史を紹介して欲しい（←通路を利用して展示したら

良いのでは） 

・「鍛治」をテーマにしたおしゃれなミュージアムショップが欲しい＜鍛治道場館長他の意見＞

／ミュージアムショップは無い方が良い（地場産のアイテムを購入できる場所は地場産業センタ

ーなどで十分なのでは？「図書館」の特性上、金銭のやり取りはできるだけ無い方が良い） 

・エリアを囲む壁はない方が良い＜鍛治道場館長意見＞／ある方が良い 

 

■実験室 

・景色の良い南側にあるのはもったいない。北側に移動した方が良いのでは 

 

■市民利用室ゾーン（ボランティア室） 

・読み聞かせボランティアの方のためのロッカー室が欲しい＜読み聞かせボランティアの意見＞ 

 

■外構 

・三条城跡の碑があると良い（三条城の歴史を後世に伝える） 

・三条城門を再現したらどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グループ 4 
 

① まちなかにあったらいいもの 
■屋上関係 

・屋上に登れるようにしてほしい 

・屋上ビオトープ  

・天体観測  

・雪遊び 

・滑り台 

 

■東屋関係 

・動物と触れ合えるようなスペースがほしい。飼育小屋的な。 

・東屋が欲しい 

・お花見しながらのんびりできるスペースが欲しい 

 

■植栽関係 

・植栽をたくさん欲しい 

・森が欲しい 

・桜は残してほしい 

 

■駅との関係 

・駅裏の市場とのつながりを持たせられないか？ 

・駅と直結するルートが欲しい 

 

■周辺道路関係 

・周辺を散歩しても楽しめるような歩道にしてほしい 

・道路を広くしてほしい。 

 

■駐車場関係 

・地下駐車場が欲しい 

・駐車場をただのアスファルトにしてほしくない。味気ない感じは嫌だ。 

・既存の図書館を駐車場にして、敷地の駐車場を別のスペースとして確保できないか？ 

 

■グラウンド関係 

・グラウンドはフラットなスペースがいい 

・グラウンドに小山を作る→冬場そり遊びができる 

・夏祭りやその他のイベントでも使える、フレキシブルな広場 

・遊具が欲しい 

・遊具は遊び方が限定されるので、あえて作らない方がいいのでは？けがの問題もあり 

 

② 新施設に欲しいもの 
■図書館 

・1階は子供たちが寝転んだり走り回れるような図書館 

・本棚などを低くして、開放的な雰囲気にしてほしい。机なども極力少なくして、開けた空間

(1F) 

・子供たちが寝転んだり走り回れるような床 

・学習コーナーが少ない 

・学習コーナーの設備の充実。コンセントや Wi-Fiなど 

・学習目当ての人と、読書目当ての人を隔離した方がいい（PCの作業音などの点から。） 

・既存の図書館にある機能も欲しい（和室でくつろげるスペース、シアタールーム） 



 

■鍛冶ミュージアム 

・鍛冶ミュージアムは、鍛冶だけでなく、三条の情報の発信知的な役割が欲しい。 

・情報が豊富で、観光に来た人が最初に立ち寄るような場所になってほしい。 

 

■理科教育センター 

・実験室を多目的ホール棟に移動できないか？ 

・実験室は広くなくてよい 

・多目的ホールのキャパが少ないのでは 

 

■その他 

・少しでも市役所の機能が欲しい 

・学習スペースから緑が見えるとよい 

・南側にもテラスが欲しい 

・遅い時間まで開放してほしい 

・必要になった時に買いに行けるよう、体操服や文房具などストックしておいてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グループ 5 
 

① まちなかにあったらいいもの 
■グループディスカッション開催時期について 

・今やってこの意見が反映されるのかが疑問に思う 

・もっと早く、開催して意見を吸い上げてほしかった 

・図書館の利用者にアンケートをとるなどして、利用者の考えを反映させてほしい 

 

■コンセプト 

・そもそも「市内の人」を対象にしているのか「市外の人」を対象にしているのか？ 

・それにより求められるものが異なるのではないか 

 

■施設周辺の環境 

・コンビニが欲しい 

・一方通行は困るので、解消してほしい  

 

■施設の環境 

・今ある木々を残してほしい 

・木をたくさん植えてほしい 

 

■駐車場・アクセス 

・駐車場はなるべく大きく、無料であってほしい 

・2か所に駐車場が分かれるので、反対側の空き状況が分かるとよい 

・駅から分かりやすい案内表示が欲しい 

・市内や市外の人にもわかりやすくしてほしい 

 

■広場やオープンスペース 

・公園みたいにしてほしい 

・木でできた東屋があるとよい 

・日陰や、雨宿りできるところが欲しい 

・子供が遊べるところが欲しい 

・移動カフェ（キッチンカー）が来てほしい 

・噴水が欲しい 

 

■その他 

・水族館のようにして、水槽があると楽しい（中学生・高校生からの意見） 

 

② 新施設に欲しいもの 
■全体 

・図書館なのに、１階にほとんど蔵書がないのはおかしい 

・「図書館」を作ってほしい  

・ふらりときて１階に本がなかったら、帰ってしまうかも 

 

■鍛治ミュージアム全体 

・鍛冶道場でやるべき内容 

・この大きさ（広さ）で、この場所で（隣に鍛冶道場があるのに）やる必要があるのか？ 

 

■実験室に 

・そもそもここにいるのか？ 

・必要ならば３階に作るべき（目的があれば上に上がるから） 



 

■蔵書 

・鍛冶に関するものは三条の歴史コーナーにまとめてあるとよい 

 

■施設の設備・部屋 

・声を出して本が読めるところが欲しい 

・障がいのある子ども（声を出してしまったりする）も気兼ねなく利用できる部屋が欲しい 

・無料 Wi-Fi、全座席に電源完備 

・ミニシアタールーム 

・かわいい壁紙（本の柄とか） 

 

■市民利用室ゾーン 

・歴史や文化を音も出しながら（例えば琉球文化を学んで、三線の音も聞ける、とか）があると

よい 

・無料貸し出しできるギャラリーも欲しい 

・読書会をするスペースが欲しい 

 

■多目的ホール 

・ここも図書館にして 

・やるなら講演会をたくさんしてほしい 

 

■その他 

・障がいのある方やお年寄りにも優しい、ゆっくりとしたエスカレーター 

・ミュージアムショップみたいな売店でオリジナルのノートとかペン（コンビニがないので、勉

強途中になくなったら買えるように） 

・カフェはおにぎりとかパン、おしゃれなのではなくてよい（高いから） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グループ 6 
 

① まちなかにあったらいいもの 
■グループディスカッション開催時期について 

・いまからやっても施設にほとんど反映されないのではないか 

・もっと早く開催してほしかった 
 

■安全面 

・周辺住民からすると、交通量が増えることについて懸念がある 

・こどもやお年寄りが安心して歩ける環境を作ってほしい 

・混雑時間帯のみ一方通行にするなどの対応が必要なのではないか 

 

■施設環境面 

・木や芝生など緑あふれる環境が良い 

・ベンチが欲しい 

・雨や雪に濡れない動線/雪対策について 

 

■アクセスについて 

・JR北三条駅からの動線（ホームからの直結通路など） 

・駐車場を広くしてほしい 

・自転車やバイクで来る人のことも考えてほしい（広い駐輪場など） 

・外から乗れるエレベーターがほしい 

・南駐車場の出入り口を日吉神社側に移動してほしい 

 

■広場の使用方法について 

・子供が遊びやすい環境づくり 

・ボール遊びができる場所が必要 

・水遊びができる場所 

・東屋がほしい 

 

■そのほか 

・売店が欲しい 

・避難場所としての利用の想定があるのか 

・遺跡調査はしっかりやってほしい 
 

② 新施設に欲しいもの 
■鍛冶ミュージアムについて 

・本当に必要なのか 

・鍛冶道場にこの機能を有するべきではないか 

・県外客を想定しているのなら、図書館の客層と違うのではないか 

・県外客想定なら駐車場を広くすべきではないか 

 

■実験室について 

・毎週末子供を対象とした楽しい実験をしてほしい 

 

■図書館について 

・しかけ絵本や漫画を多くして子供に親しまれるようにしてほしい 

・子供も見やすいように書架を低く 

・書架のレイアウトは曲線（円形など）を多くしてほしい 

・現図書館よりも蔵書数を増やして 



・地下室に大きな書庫を作る 

・学習コーナーの席数を増やす（個室など） 

・靴を脱いで子供がくつろげる空間を作る 

 

■市民利用室ゾーンについて 

・ボランティアスタッフ用の空間を作る（道具置きっぱなしにしたい） 

 

■多目的ホールについて 

・公民館等があるのに必要なのか 

・中途半端な大きさのホールを作るぐらいなら駐車場にしてほしい 

 

■そのほか 

・市民の作品が展示できるギャラリースペースを 

・動線に沿って展示スペースを作る 

・遊び心があるトイレ 

・子供が和釘を作り、それを利用して壁を飾る 

・室内にツリーハウスをつくる 

・飲食スペース/食べ物の持ち込み可能スペースが欲しい 

 

以上 


