アンケート調査票

千種

名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所内
TEL:052-972-2071 / FAX:052-972-4190

日本共産党名古屋市会議員団

名古屋市の図書館に関するアンケート
日ごろのご協力に心より感謝申し上げます。日本共産党名古屋市会議員団では、千種図書館の整備、
そして名古屋市の図書館のよりよい未来のために、住民のみなさんの声を議会に届け、その実現に
全力をあげていきます。ご記入後、チラシからアンケートを切り取っていただき、返信用封筒に入れて
切手を貼らずに投函してください。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
名古屋市議団
ホームページ

以下の質問について、あてはまる番号をぬりつぶしてください。
記入例

【良い例】

ぬりつぶし

【悪い例】

薄い

レ点

1 図書館を利用する頻度
1

ほぼ毎日

2

週に1回以上

3

月に2、3回程度

4

月に1回程度

5

数カ月に1回程度

6

年に1回程度

7

利用しない（理由は…

）

2 主に利用する図書館
1

千種図書館

2

名東図書館

3

守山図書館

5

志段味図書館

6

鶴舞中央図書館

7

その他（

4

東図書館
）

3 図書館の利用目的を教えてください。（いくつでも）
1

本・雑誌・CD等を借りる

2

館内の資料で調べものをする

3

館内で勉強や仕事をする

4

館内で本や雑誌、新聞等を読む

5

館内のパソコンを利用する

6

子どもの図書館利用につきそう

7

おはなし会・講座等に参加する

8

職員に質問・相談する

9

その他（

）

4 あなたは名古屋市が策定した「アクティブ・ライブラリー構想」をご存知でしたか？
1

内容も含めて知っていた

2

名前だけは知っていた

名前も知らなかった

3

4

その他

5 -1 「アクティブ・ライブラリー構想」では、主要な図書館6館以外は、直営をやめて民間に

まかせることを検討していますが、あなたはどう思いますか？
1

賛成

2

やや賛成

3

どちらともいえない

4

やや反対

5

反対

5 -2 その理由をお書きください。

6 図書館に期待する役割は何ですか？（いくつでも）
1

誰もが資料や情報を無償で自由に利用できる

2

読書などを楽しむことができる

3

仕事や生活で疑問に思ったこと、調べたいことが解決できる

4

地域の利用者同士が交流できる

5

地域の様々な情報を収集・発信している

6

子どもたちが読書の楽しみを育むことができる

7

その他（

）

裏面にも質問がありますので、お答えください。

１

千種

7 千種図書館についてご意見・ご要望があれば、自由にお書きください。

8 名古屋市の図書館についてご意見・ご要望があれば、自由にお書きください。

9 その他、名古屋市の市政についてご要望があれば、自由にお書きください。

◆ あなたについてお尋ねします。
A 性別

1

男性

2

女性

B 年代

1

20才
未満

2

20代

3

30代

4

40代

5

50代

6

60代

7

70代

8

80代
以上

C お住いの学区
1

千種

2

千石

3

内山

4

大和

5

上野

6

高見

7

春岡

8

田代

9

東山

10

見付

11

星ヶ丘

12

自由ヶ丘

13

富士見台

14

宮根

15

千代田橋

ご協力ありがとうございました。さしつかえなければ、お名前、ご住所等をご記入ください。
お名前
メールアドレス

電話番号

＠

ご住所

２

アンケート集計
【1)

7

【1】利用しない理由
階段の上り下りが老体にはおっくう、見たい本があるとは限らない、etc
現在借りたい本がすぐに手に入らない。
歩くのが苦痛で図書館まで行けません（移動のカ ー ドも作ったが利用しにくい）新聞、雑誌、書籍への出毀は我が家の年金
ではたいへん重いが仕方なく賠入しています。
不便だから
過去に3~4回利用しましたが今はバソコンで充分代用括用できる
ひまがない
足の便がわる＜、利用しにくい。老後は階段もおっくうになる。
アクセスが悪い所が多い
利用する時間を作れないため。
転居してきたばかり
建物が古くせまい、駅から遠い
インタ ー ネットで安価で古本を買うようになった。 遠いと感ずるようになった。（フットワ ークのおとろえ）
書籍は講師をしていたので本棚3本にいっぱりあります
千種図書館は大変利用しにくい為
公共交通の不便、蔵書の古さ、少なさ。
（狭いので混んでおりゆっくり本を読めない）（駐車場が少なく車で行けない→自転車では不便）（読みたい本が少ない）
不便。近くに行くことがなくなったのでいかない
過去に何度か利用したが、蔵甚が少なく、トイレが古いのと、階段を昇るのが不便なので、利用しなくなった。
本が好きでない。行くのが面倒
自宅から遠いのと、購入することが多いから
場所が遠く行く気にならない。時間的な余裕がない。読みたい本が匹いてあるかわからない
アクセスがあまりよくない
読みたい本は購入、読後は施設に寄贈か書店へ売る。
必要性がない
建物の安全性に問題があるから。バリアフリ ー 化がされていないし、駐車場がせまく車がとめにくいので行きにくい。
交通の便、調べものをすることがほとんどなくなった他
ありません
必要としない。
千種図書館がもよりだが、場所が不便
古本屋やフリ ー マ ー ケットを利用。 千種も東も父通不便。足、腰の痛い者にはつらい。 何度でも読み返せる 何年かかっ
て読んでも良い。
とおい
他県より転入時、利用したが、本が少なく、貸出・返却が手作業で不便だったから
駅から遠い、図婁館利用の習慣がない
最近は用事ないので
40年以上前卒業論文作成時以来利用してません。その時も公共機関の乗り物が便利な中区の図書館へ行きました。好き
な本は買って読んでます。
近くに通いやすい図書館がない
半年前に引越して来たが、建物が古く利用し難いため。
勤務先（大学）の図書館を主に利用することが多いため。
必要に迫まられることがないから

【5‑1】 ｜【5‑2】民営化の是非についての｢理由」

｜もっと皆が利用し､子供達や大人も育ってほしい一生勉強好奇心と向上心！ ！
｜コストの節約
市職員では漸新な運営はできない｡弾力的に思考する民間にまかせる事(デメリットもあるかも知れないが)が必要と考えます

民営化に﹁賛成﹂

民間の運営の方が効率化が望めるしサービスの向上､工夫が期待出来そう。
もう､これからは､民間ですよ。
職員の意識改革と人件費削減につながるでしょう。
サービスの向上や､工夫が期待できそう。
民間の方がサービスの向上化につながる
自由な発想で図書館を改革してくれそう。
今のままではたくさんの人が利用できない。インターネットに負けて若い人がこない利用しない
民間委託の方が利用実態に合わせてくれそうだから
でも､民間の図書館はどのように採算をとるのか心配ですが・ ・
民間はいろいろとアイディアをつかって…(その方法もまた)良いように思います。
･お役所的ではない､柔軟な考えで運営してもらえるものと期待する．蔵書も増えるのではないかと期待する
直営にする必要がなければ､民間運営で良い。
お金の流れがスムーズに動きそう。意志決定がスムーズそう。
共産党も少しづつ､全国区になって来ました。うれしいです

･本を読む人が減っている。

．若い人達は必ずしも静かな環境下で勉強するとは限らない。

．調べる事はパソコンやスマホを活

用する人が大半。

サービスの多様性､質の向上を期待して。
今よりも良くなる様に思えるから
古くて本も少ないので民間に改革してほしいから。

職員労組をはじめとして､仕事もせずに税金のムダ使いばかりしているから1 1民間企業の社員の方々はマジメで勤勉1サー
ビスも向上する事､まちがいなし1 1
利便性の向上。

お役所ではなく民間によってより良い図書館になると思うから。費用も安くなると期待しています。
利用者が満足するのであれば､民間でも良い。新しい図書館に期待。
便利になるなら何でも嬉しい。子どもにも絵本や様々な情報を手にとって学べる場所になっていってほしい。
専門の人に任せることで､市の職員がより市政に集中することができるから。

既に職員の方などは直接雇用ではないはず｡市の直営にするメリットが特に浮かばない｡主要6館は直営なのだから相乗効果
が期待されるのでは？
その方がスムーズだと思う｡色々な面で新しくなるのは良いこと。

今ある図書館で行っているサービスに加えて､今の当り前ではなく､利用者の事をもっと考えたサービスを色々と行ってもらえる
気がするので。
税金を集中させて少数精鋭でサービスの良い図書館が望ましい

−市に−館は地方都市でもなく分館が必ずある。民間にまかせることに賛成､住民表･印鑑証明も電子化されていないつま
りは遅れている。

民営の費用対効果の試算は？現状の公開は？(正規職員数､ボランティア､等の費用等）

その場所に行くのが大変です｡今は月1度の自動車図書館以外は考えていません｡欲を云えば新書も有ればいいと思っていま
す。

市民の使用し易い様に改善していただき★いので
市には任せておけない。

民間の競争原理が働いて新しいサービスが期待できるから
市でできることには限りもあると思います。

柔軟な対応を期待できる
民間にまかせることで実現される､改善されるのであれば賛成です。
もっと革新して頂きたい。
利用者の秘密が守られるか､やや心配ではあるが､サービス面の向上が望める。
レンタルビデオのように有償でも安価であれば良いし､収納される本も多様性に富むと期待できる。
市民が税金のムダ使いと言っていろいろな局が民営になってしまった。何の為に税金をおさめているかわからない｡いろいろ
な施設が赤字になるのは仕方がない。

貸出返却ポイントは便利な所で多数設けられたい。直営である必要はない｡専門的な司書の機能強化に賛成､地元の歴史文
民営化 に﹁やや賛成﹂

化の保存活動にとりくんでいただきたい。

サービスの向上が期待できるから。
借りるのが有料となりそうだがサービスやメンテナンスが向上しそう。

主要な図書館以外の民間委託なら､行政よりもサービスの内容や迅速さで優れているのではないかと思われるから｡ただし､主
要図書館は､公共性を担保するためにも直営の方がいいと思う。
民間の方が読書スペースが快適になりそうなイメージがある。また､利用者のことを重視した図書館運営になりそう。ただ本
に偏りができそうではある。
便利になるのであれば民間もいたしかたないように思います。千種区を例にあげるとすると､大きい区にもかかわらず1つしか

ないというのは子供たちの本を読むという教育観点からすると少ないと思います｡未来のため､子供たちのためにもそういう所に
税金なりお金をかけるべきだと思います。

民間にまかせることにより､サービス内容､コスト､アクセス面などが向上するのであれば､かまわない。
時代に合わせた､使い方が期待できそう。

ロ ■ ■ ■ ■

全部の図書館施設が直営である必要はない市職員数を増やすことは将来を考えると得策ではない｡民間活力を利用すること
も必要

･名古屋は､学校図書室の本も少なく衰弱｡まずそちらを改善してほしい｡他県では司書が1日中常駐しているところあり。保健
垂じl外の字豚＊

の毘罎所I二手･左うてI.､ﾅｰｰ

．公共函雲館'三"調1BI ̲やす大"寡論善LT*,畠弓上いチャンスか*,J‑手

照弓

例東山公園内のカフェテリアなど､とても良くなったらから企業のノウハウを取り入れてサービス向上､質の向上を計る
･民間での運営が十分に可能と思れるため。
開館時間など自由に運営してもらいたいから
それぞれの図書館の特色がでたり､施設がキレイになりそうだから。
区民の声に柔軟に対応してくれそうだから。
地域ごとに適切なサービスを実施することには賛成だが､館内で勉強･仕事をするゆとりの空間はスマートライブラリーも全て実
楠1 .赤方が挙牛計今人に上って厚間'三寸島な畠な港大畠一画轌館寡利田す為去っかけにな馬｣‑黒い主す‐

貸出した本の返却遅れや忘れが問題となっており､民間の方がペナルティーを果しやすいため。
あたらしい試みを見てみたいから。

民間に任せることで､市が直営している現状よりも改善される点が多く､利用者にとっての利点が多いのであれば賛成。
･経費削減・民間の方が魅力ある図書館になりそう。
民主主義国家でおよそ公務員が運営しているもので､成功している組織を聞いたことがない。
ﾒﾘｯﾄ､ヂﾒﾘｯﾄが具体的に思いつかない。
アクティブ･ライブラリー構想がどうして出てきたのか経過がよく分からない。
全くわからない

民間に100M任せるのでなく､50%位にはできないか
普通には､公営。状況では､民営もやむをえないかも。
一度､やってみないと？
サービス向上か悪化か分からないので
利用目的が達成できるのにどちらが対応できるのかできないのか掲示されていないので判断できない。
よく知らないので。
他地域で民間が運営している図書館の蔵書の質が下がったと聞くので､質の低下がなければいいと思います
内容がよくわからず判断できない
メリット･デメリットがよく分からない
メリットヂﾒﾘｯﾄがよくわからない。
利便性は良くなりそうだが､本の選定に不安がある
どちらも良し悪しがあるから
他の市町村で民営にして成功した事例を新聞で見た。

、
とは云え失敗例は新聞で話題にならない。

民間になれば決まりにそわなくてもいいところがでてきて今までとちがう図書館になりそうだけど､無料ではなくなりそうだから。
限られた税金とサービスのバランスでイメージがつかめない。
アクティブ､ライブラリー構想とはうすうすは知っていますが内容は良く知りません
･カフェを併設しているのがあるので､それは良いと思う ・利益を追求すると学術書､昔の本などなくなると心配。
構想の内容､民営化する理由が分からないから。
1区1図書館が理想｡地域の中にあってこそ､地域密着の学びの園だから。
｢アクティブ､ライブラリー｣を星ヶ丘としても､図書館は今のままの場所がいいと､思います｡あるいは､もっと地下鉄の利便性の
高い所や､駐車場を広く確保できる地域でもいいのではないでしょうか。

まだイメージが湧かないから｡星ケ丘に出来れば便利になるが､何でもまとめてしまうのはどうかとも思う。民間なら喫茶も付け
るなど自由があるかも｡しかし本の専門家は居なくなるか？
数年後名古屋市にいるか分からないから

良い面悪い面あると思いますが情報が手元になく判断できません
民間にした時の利点を知りたい。どっちの方がいいのかわからないので。
内容がよく分からないため。
直営から民間にまかせることで 可が変わるのか､市民･区民にとってﾒﾘｯﾄ､テﾒﾘｯﾄがよく分からなかったから。
同一労働同一賃金｡民間にまかせた分役所の人間をへらせるのか
民間にまかせることのﾒﾘｯﾄヂﾒﾘｯﾄをあまり理解していない
構想がまだよく分かっていない｡館の利用が余り厳しくなってもよくない。
民間にまかせることでサービス向上が期待できるが問題もあると聞いたから
①違いがよくわからないから。②ﾒﾘｯﾄ､ヂﾒﾘｯﾄがつかめないから。
わからないから(いいかも知らないし､よくない事が起こるのかも）
千種図書館の早急な建設により､アクティブライブラリー館とするかを含めて､検討して頂きたい。
プランの詳細が不明今のままが良いと言い切れない−現在あまり利用していないので一千種図書館は不便過ぎる
機能強化は嬉しいことだけれど集約化となると､館の数が少なくなり､今より通いづらくなるような気がします。
どのようにまかせるのかがわからないので､市の予算面から効率的なのか､サービスが著しく悪化するのか／向上するか等判
断できないので。
･まんねり状態からの脱去 】を期待する．委託した場合の費用は､どこから捻出され 6のか。
千種図書館の不便な点(駐車場の狭さ、自習室がない､館内の狭さ)は実感していますが､名古屋市の象徴ともいえる動物園

正門近くに移転といううわさをきき楽しみにしていました｡やはり､地下鉄星ケ丘の最寄りではなく東山動物園駅近くに欲しいで
す

⑥

"民間"の意味不明で｡有料になる？施設は市のもの？民間に売却？
ﾒﾘｯﾄとヂﾒﾘｯﾄがよくわからないので。すでに民間にかわっている図書館の検証結果を知りたいので。

2

︲
生活におわれ毎日が忙がしいのとつかれきりお金のめんも年金はへり毎日が(ちほしょうに)なっている主人を世話するのか
やっとです

民間委託によるメリットテﾒﾘｯﾄがどのようなことがあるかわかりません｡民間になると無料貸出がなくなる等であれば本来の図

書館の意味(市民が使用するという)がなくなるし利益追求になるのかな…？でもcafeの併設等あると利用客は増えるかもし
れませんね､税金存きちんと使って頂けると良いです。

民間の場合は多少遠慮が出る｡私道を通るより公道を通る方が気遣いがない。
解らないので賛成も反対も出来ません
全て民間にまかせるということが､どういうことかよくわかりません。はずかしながらこの件に関しまったく知識､情報が不足して
おりました←

他の市町村の例を良く参考にして下さい。
現状の図書館はたしかに施設･設置が大変古いと感じる｡しかし､民間にまかせる問題点もあるのではないかと思う。
民営化による利点が分からないため。
利用料金が発生するなど､利用が獺 極化しないか不安､その反面､民間にすることで施設の改善やサービスの充実､管理面が
圭一÷垂へ＝0−÷÷ロ 、壬ELI，』＝骨回生十q
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民間にまかせる事で市民にとって利点があるのかまだよくわからないから。
本を借りたりできれば良いので､どちらでもかまわない
･民間になると入館料が発生するのではないか？(不安） ・公的だとサービスが限られるが､民間だと様々なサービスが期待で
きそう

市の予算に余裕が出来､他事業に回せるかもしれないが､民間に移行したときに､直営と同様な図書館のクオリテイが保つこと
ができるかがわからない．

アクティブ･ライブラリー構想の利点や欠点がよく分からないから
やり方によって良い面も悪い面もできます｡運営や委託の方法にきちんと取り組んで頂きたいです。
民間主導の運営でうまく行くのか何とも言えない。
｢アクティブ･ライブラリー構想｣がよくわからないので利点･問題点がわからないから
民間にまかせると､人気のある書籍や雑誌等が置かれ､価値のあるものが置かれなくなるというマイナス面に歯止めがきかなく
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なる恐れがあるから｡

それ程の必要性は期待されない
運営が民間となるということは､やはり判断の基準が｢利益｣優先となるのではないかと懸念されます｡住民の身近かな文化環
境の向上存！このことをいつも第1に考えてほしいから

本の管理､その他も含めどこまで管理してもらえるのか？
主要は図書館が少なすぎる。民間にまかせた場合､図書館の質がどうなるか不明だから。
1区1図書館のほうが平等アクティブ･ライブラリーが近ければよいが遠いと利用できなくなる
民間にお任せすることで創意工夫はやりやすくなると思いますが実際に運営するにはお金もかかりますし､つぶれてしまうので
はと心配です.なくなると元も子もないかなあと。

直営を同予算でやる場合に比べ､依託先企業の利益分のサービスが低下する。あるいは､職員の質や待遇が低下して社会
的損失となる。

サービスの低下が心配専門職たる司書の活躍の場がないとかわいそう､なり手の減少が心配
民間活力利用といっても民間がやるとなると､利益を得られないと続けていくことはできない｡図書館の役割で､利益を生み出す
のは困難だ命

民営化に﹁やや反対﹂

名古屋市が直接見て下さった方が､安心出来る。
司書さんの存在は？
人気の小説やマンガなどの割合が増えそう
責任体制への不安品の劣化への不安
本等の質･量･サービスが悪化しないか心配です。
区､1館､税金など公平に市民生活も公平に､へらすことばかり考えて市制にかかわる皆さん､頭を使ってほしい。
民営化や独法化すればよいというものではない｡公的責任を担う必要がある
サービスに格差が生じると思う。
不便になる気がする
公共性､図書館の自由が守られるか不安だから。民間ということは､利益を求めることになり､利用者の思いに反するから。
民間では､営利目的なので､公共の公平性の確保や偏りのない品揃えが難しくなるのではないか､と不安がある。
司書の資質が下がる
民間にした場合､本や雑誌が片よるのではないか｡営利主駿に走るのではないか｡静かな雰囲気がこわされるのではないか。
将来貸出にお金が必要になるのではないか。

利益が優先されるのでは？
職員の方は親切に応待して下さる､館内もきれいだし今の状態に不満ない
全体に情報量やサービスが改善さるるのなら良いが､主要図書館に集中し､それ以外は､サービスが悪くなりそう。
民間になると､どうしても利益が第一になってしまうのではないか。
70才代ですが今は気をつかうことなく､無料で気楽に使っているので
市職員として司書の雇用確保は必要｡何でも民間にするのはどうなのか､とは思う。サービスの向上になるのなら反対するも
のではない．

調べものに関してはインターネットの情報は手軽で､昔のようにあれこれ本を調べなくても良くなっていますが､本を借りること。
本を読む場所があることは重要です｡司書さんがいてこそ本の管理ができると思います｡多くの人にとって､図書館が遠くなって
しまうこと(数が減らされること)も利用者の不利益となります。

今の 犬能が良くなるとは､かぎらないと思うことと､利用者にお金のふたんがかかる為。
人の成長にかかせない図書は公営の物として(一定の基準を満にしてできるだけ公平に)市民に与えられるべきと思っていま
す

｡

民間では､人気の高い本等に進中しがちで､現在みんなの関心の薄い分野等は手薄になりがちだと思います｡反面､居心地の
良さ等に関しては､民間のアイデアの方が豊かだと思います。−過性の人気にとらわれずに､広い視野で集められた蔵書に
期待します。
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民間が経営すると､営利にかたむくおそれがあるのでは？
どの様な方針で運営するにしても､まず民間にまかせるのはよくないと思います｡図書館のような施設にこそ税金を使って下さ
い‐

職員の給料や労働時間が長期化したり本や考えが公平でなくなる
公立図書館は､①名古屋市域内の行政･議会の実績②市民の生活･文化活動の実綴③市域内企業の活動実緬を､市民に周
知大廿て̲今徳の市民牛活や令業活動の在り方存考える基礎畜料存市民に桿供するのも目的の一つと思います。

図書館の役割は､人種､信条､性別､年令などで差別 号されない。

これは民間ではできない､公立図書館の果たす役割である

からです．また̲公の果たす仕事の外注､委託､切り 陸しは､するべきではない。

民営化→利益を出すに反対､文化施設だ
図書館は市など自治体が運営するもので営利会社が運営するものではない。
公共財であるから
なんで､文化の基本である図書館を古いままにして､どころか､民間にする考えもあるとか｡市長はクレイジーだ。

①サービスの低下②利用者の秘密がまもられない③利益追求第1になる。
直営でこそ､「図書館の自由｣が守られます。
営利を持ち込むべきでない。
予算が少なくなる。公平性がなくなる。情報が公開される。運営に名古屋市の責任がなくなる。
図書館は公営であるべきです。

図書館は社会教育の施設です｡それを営利企業に運営､管理をまかせることは､社会教育の本旨に反します。
市直営の方が市民のためには利用しやすいと考えるからです。
内容がいまいち理解できず現状が変化するのは好まず困る
民間になると無償で自由に利用できなくなるのではないか？
利益追求とは相入れない役目工夫不足
せっかく｢−区一図書館｣の原則できめ細かなサービスが公費で提供されているのに､地域によって図書館サービスに格差をつ

け､民間に委託してサービスの質を低下させることになるので反対である。

こんな構想が出てくること自体､反知性主義のあら

われである‐

商業的になりそうだから
図書の分野などがかたよるから｡人気のあるものばかりになりそうだから。
公の場所でのマナーを学ぶ機会が減るように思える
利用料金､サービスなど今後が心配。
ツタヤの悪例があり、民営化すると本来の図書館の機能が失なわれるから。
民間会社の利益のためであり、図書館本来の目的に反します。ツタヤの他都市のひどい状況(古い本､売れない本などの鰯
入など)が示しています。個人情報が利用される恐れがあり危険です。

同じ名古屋市民が住んでいる場所の違いで受けられるサービスが違うというのは変だと思う。
どうしても安がりの館となってしまう。とりわけマンパワーが心配だ。
他の自治体の民間委託の状況を見ると､直営の時よりもサービスの低下が見られるから。そもそも図書館の運営は民間委託
になじまない(採算性を追求すべきでない)。

図書館は居住地から近い場所に在ってほしいです。
図書館は公共運営が望ましい(購入する本の選定､館内スペース使い方など､民間企業の利益優先にされては､サービスがか
えって低下する）

①今まで勤めている方の雇用はどうなるのか､待遇面がJI 配です。②公平に､本を選べるのか､市民に沿った活動が図書館
ができるのでしょうか心配です。③有料にならないか。

（ )このままでよい

千種図書食 『は､いつ行っても人が一杯です｡徒歩で15分弱で行けて便利。場所も森に接していて､気分が良い｡職員の対応
も良い｡そ； Lらのニーズを無視して､改革？する意味は？市民のために税金を使ってください。

経営優先になりそう。
市民の財産は市民で運営。
主要図書館以外のサービス低下､図書館の統廃合にほかならない。利便性を損る。
保育園と同じようになるのではと不安
第1ブロックの図書館を星ヶ丘におくと不便｡今のままの方がいい。各区ごとに図書かんが必要､歩いて行ける区より、(気軽
に行ける区より)に図書かんが必要

民間は､もうけがないとすぐ廃止するから。
プライバシーの保護に心配。専門の司書の方がいた方がいい。
･図書館は住居より歩いても行けるという身近な存在こそ､ふさわしい。

・全体像が示されず､集約型の主要館のみ重点運営さ

れるもの安上がりな(分館･支館)切り捨て民営化策である

区に1つは必要と思う。

サービスが悪くなる(低下）
公共施設として､市費で市職員が運営してほしい。

1区1館は､公共施設の役目として当然と思う｡民間委託は､経費節約の為と思うがやはり昔ながらの図書館業態が良いと思う
プロの司書さんが減ったりいなくなったりして相談できなくなりそうですね。
民間では信用出来ない職員の人員が少なくなりサービスが悪くなる可能性あり
地域格差を生む(同じ税金払っているのに）利用しにくくなる
保育園の民営化と同じように､公的サービスを削減していくことになるから
民間に委託した武雄は見事に失敗した｡文化政策は競争が必要なのではなく､教養を主眼に考えなければならず､それが担え
るのは行政だけ｡全ての図書館は同じｸｵﾘﾃｨでなければ不公平な行政サービスとなり､また次世代の司書も育たない。
今でも蔵書数が少ない図書館が多いのに近くで望む本がないのは､困る｡今も毎週違う図書館に行き､本を捜している。
民営は｢ムダ｣をなくし､お金もうけ､が目的で､図書館という､大いなる『ムダ｣とは根本的にあいいれません｡民営の人はなんで
"図書館"がいいのかというと場所が広いとか､いうことかな？理解ができない。
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﹂
民間は当然収益の問題が発生するので､公の施設として図書館は必要と思う
1区1図書館を持続させたい。
民間にまかせることの､長所と短所について認識がない。
･図書に偏りができるのではないか。 ・営利を目的とする施設でI; :ない， ﾆ思うので､民間になるということがよくわからない
千種図書館は早期に建替の必要があると思っています｡しかしそれを機に民間委託などが考えられては困ります｡住民が使い
やすい､希望を気軽に言える図婁館であるために公共の施設としての立場を守って下さい。
･営利企業に地域の住民が利用する施設の運営を委ねる事には反対です。 ・本来､地域施設は地域が支えるべきと考えます
ハー士L件一Lへ−＝幸一r唾
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民間にまかせるとおろそかになる。
貸出データなどの個人情報の外部流出の危険性が高まる。また先行事例で好ましい結果が出ていないのではないか｡貸出数
や利用者の増加のみにとらわれ過ぎている。

地域によって､格差はやめて下さい
図書館は公共的な必要な機関で､民間委託はよくない｡データ管理の問題や､営利目的に利用される恐れがあります。
サービスが落ちる。ギフの様な子供が少しさわいでも良く､広々とした所は直営が望ましい
民活でよくなったことはない｡見かけだけきれいでも､内容が下がったり利用者の負担が増える｡図書館が近くにあることが大
切

｡

｢公立｣だからこそ偏らない各＃ iの書物のとり揃えができるし､要求もできる！民間にしたらできなくなると思う。
アクティブ以外の図書館では蔵書も少なくなって､そこへ行って本を選びたいのにできなくなってしまう｡また司書さんがいなくな
るのは今までどんな質問にもていねいに答えて下さってたのに困る｡おはなし会や調座も楽しみにしてたのに本当に困る。

営利優先になってしまうため｡突然の閉鎖など…。
図書館はあくまでも､どんな年代の方へも対象として利用できることが基本であると思う｡だから地域によってランク付けされて

資料や本の数に差をつけられるのは全くおかしい｡せっかくこれまで各地域に根ざした図書館を縮小させるのは逆★であり､生
かして拡大､充実安全を重視すべき､そして司書減はいけない。その意味で､この構想に反対します｡営利目的となっては公
共性が既.失なわれる．

千種スポーツセンターのブールの管理は民間にまかせているが､運営管理について名古屋市がどの程度関わっているのか､ま

る投げなのか疑問会社が変わると運営方針が変わりびっくりする｡会社の方針をﾁｪｯｸする機能はどうなっているかよくわか
らない̲図富館も同様で名古屋市の方針存きちんと反映できない．区によっても大きく運うことも困る。

図書館というような市民サービス(文化､教養､ふれあい)等重要な施設は公営で予算を立て市政の中でも重視してほしい。
図書館は､公のものだから､民間にまかせてはいけない。
市民サービスは公務員が行うべき
勉強の為に､そして気分転換のために､千種図書館を利用している｡AL講想とやらは図書館つぶしの調想ではないか？市民
の学害権弄窒弓*,のだと思います‐

図書館は公のところがすすめていくべき､金もうけ､収入が出るものではなく､文化を育てていくところだから｡今市は何でも民
蛍化方向で心配､こど*

たちの給食←俣音園一また水憤など･･･市一国、が保しようしていくのが本来の姿です。

民間委託した施設のサービスが低下している｡ex・千種SC
本は住民の共有の財産､民間ではなく市としてきちんと図書館を守るべき。民間にまかせると利益優先になり､住民の知る権
利などないがしろにされそう‐

民間に委託した後の図書館でよい話をあまり聞かない為。また､専門職であるはずの図書顕司書の非正規化が一層進んでし
まうのではないかという危慎があります。

個人情報の管理が不安公設でなければ営利目的に多少也とも妙な事案が起こりそう
図書館の利用しやすさに地域による格差が生まれるから。
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【5‑1】 ｜【7】千種図書館への意見･要望

もっと駅の近くへ階段もなくしてほしい。星が丘に希望します｡もっと交流できるよう(子供と老人男女とか中古も居ごこみが良
い新品は好きではない。
建て替えは同地か､動物園正面入口と北口入口の間では？

星ケ丘(ターミナル)から少しはなれておりますか比較的いい場所と思います。(バスは30分に1本くらいで不便)老朽化している
ので走が遠のきます。

施設が古い､館内が狭い､本が少ない､駐車場がない､等々の理由で近所に住みながら東図書館を利用している。
早急に建てかえ｡今の場所でよいので･ ･ ･・職員の態度が悪い。おはなし会などはいらない｡職員の自己満足でしかない。

交通の便が悪く､今では駐車場が狭すぎることが大きな欠点です。建物は個人的には好きで私が高校生の時からお世話になっ
ています。

階段が多すぎて不便｡本の分類の仕方(絵本など)が人に寄ってちがうので､探す時がある。例)恐竜の絵本が図鑑の所にあっ
たりする。

駐車場が少ない｡階段が多く､エレベーターがない。最近､新しい本も増えてきたが､古い本が多く､読んでいて､ホコリ臭い｡建
物も古く､耐震性が心配。千種スポーツセンターと同じ建物にして欲しい｡移動が不便。
古くて階段も多く､使いづらい。早くたてなおしてほしい。
狭い､古い､使いづらい
古く耐震が心配。子供がのびのびと本を読めるスペースが少ない。駐車場が停めにくい。
家から自転車で行けるので利用しています。児童書の新しいものがもっとあるとうれしいです。

以前孫達が小さい頃に利用していましたが駐車場が利用しにくいので･･星ヶ丘にあると三越の駐車場利用で買い物もかねてうれ
しいです｡地下鉄も利用しやすいです。

耐震性へと改善して欲しいです

民営化に﹁賛成﹂

・蔵書が少なく、古い．公共交通機関から遠い．バリアフリーでなく、不公平●大人への恩恵が少ない(子どもには､お話し会？
etしているようだが･ ･ ･)

蔵書が少なく、自習するスペースもないので､わざわざ行きたいと思えません。入口が高く､トイレも不便なので､子連れで利用
しにくいです。おしゃれでデザイン性の高い施設である必要はないのですが､快適な読書､学習空間を整備してほしいです。
いつも孫2人が勉強しに行っていますありがとうございます｡町は亀の井町です
．移築が必要(地下鉄の駅近辺） ・現状で事故による犠牲者が出てからでは遅い
読みたいと思う本がない

･建物が古い｡読書スペースが少ない。開放感のある場所にしてほしい｡絵本､子供向けの本が少ない本が古い｡すべて改善
してほしい。

日曜日の利用時間を遅<までにして欲しい。

トイレを新しく改修して欲しい。

しようがい者は努力して生きています｡私たちを利用して政治に使うな！ ！利用しないで！マイノリティーの私たちより多くの健常
者を､多くの国民を助けてあげて｡‐

場所は便利だが､建砺が舌〈､本も古いものが多い。駐車場が時間制限なく止められるため､車で行くと満車が多いのでだんだ
ん行かなくなった。
古いのは良いが､災害には備えてほしい。駐輪場が狭い。イスが少ない。駅から遠い。

ベビーカーで行って毛そのまま中に入れない。(階段しかない)のが不便。借りられる本の数を増やしてほしい｡(10冊）いつも
テキパキと働く職員の皆様のお陰で快適です｡ありがとうございます。
階段がつらい

･施設の老朽化。

・施設の規模が人口に見合っていない。

・自転車置場(→今はほとんどの自転車が自転車置場に入らなくて

路上駐輪になっていて通行人のじゃまになってしまっている｡）

とても不便｡古い｡ベビーカーで行きにくい。子供が遊べるスペースが欲しい。
設備には不満があるが(古い､バイアフリーではない）立地はいいのでは？緑に囲まれていて好きだ。
とても良い｡季節ごとに､壁飾りなども違って､楽しい。
古い。子どもをもつ親も多く住んでいる地域なので､レクリエーションやイベントなどを行って欲しい。
古い､学習スペースが狭い｡w流を入れてほしい｡駐車場も整備してほしい

耐震性が不安です。岐阜にある｢みんなの森ぎふメデイアコスモスjのような地域の方(お年寄りも子供も)が集まれる施設を望
みます。

駅近でなくてもいいので､駐車場と駐輪場の整備､平担地への移転､を進めて欲しい。
駅に近ければ良いというものではないが､路駐(短時間の貸出､返却のみ)も気にならない

鶴舞等に比し､設備他旧態。東山公園一体整備見直だったのほ期待が大きかった丈に真に残念｡西側の動物園Pを巻き込ん
だ計画を考えたら、以何が。

なるべく利用し易い交通の便のいい所に作って欲しいと思います。講座も色々取組んで欲しいです
千種図書館は地理的に不便で行きたくないです。
建物の立地の環境は申し分ないが､古い建物であることもあり以下の点で不満あり。 ･1Fの自習室は､主としていつも開館して
いれば使用できるものとして欲しい。 ･2Fの自習室は､配置が悪く四方が人が通れるようになっているので落ち着かず､集中し
たくてもできない時が多いので､愛知県図書館のような個別のブースが欲しい。 ・駐輪場が狭くいつも歩道に自転車がはみ出し
ている。

バンフレッ同ﾐ記載されている主な問題点は､常に感じます。

・子どもがテスト週間に勉強にいっても､勉強できる席が空いてな

く､結局自宅に戻ってきます。 .借りたい本があっても､千種図書館に在庫がなく､ほとんどの場合が予約して取り寄せてもらって
います。 ・室内の階段が急すぎて大人でも落下しそうで怖い｡小さいお子さんなら尚さら危ないと思います。 ・星ケ丘テラス内と
か､お子さん連れの方でも通いやすい図書館であってほしいです。
公共の施設だが不便星ケ丘のバスターミナル付近など利用し易い場所への移転を望みます｡バリアフリー感が全くない

建物がとても古く､大きな地震に耐えられるか不安です。階段も急でたくさんのぼらなければいけないのが大変です。車を停め
るのも難しく､坂の上にあるので危険を感じる事もあります。ぜひ新しく建てかえられることを望んでいます。
狭い1改革して下さい。(お金をかけず知恵を絞って下さい）
エレベーターが無いので利用しない。(歩行が不自由なため）

50年前に、自分が生まれた時に建った図書館。 3大都市なのに､何も変らずほったらかし。当時､あの辺りは､部落があって
そもそも､ひどい場所に建てたもの。一刻も早く移転すべき。

1

地の利が悪い｡英語本が少ない。

e‑bookなどで紙の本の需要は減っていると思いますが､小さな子供達がまず手に取って多

くの本の中から自分の読みたい本を選ぶという作業が図書館では大切だと思います｡初めは紙の絵本からスタートすると思いま
す

⑥

■Ｊ■ｂ

﹄．

城の再建より図書館が先。
不便な場所で使いづらい。
良い立地にありながら施設がとても古くて汚いのでもったいないと思います。
うたりのスペースを広くしてほしい。
･駐車場の数を増やしてほしい。§ 錘 Z場の−
いつになったら､改築されるのか､計画が撤回されて以来､ずっと心待ちにしています｡今まで何度も改築に関するニュースをイン

ターネットやちらし等で､探していますが､全く進展はなく､いつも残念に思っています｡ですので､このようなアンケートをして<だ
さったり､市議会で取り上げてくださったりすることはとてもありがたいことだと思います｡ぜひ千種図書館を大人も子どももお年寄
LI*･

星&んがh《寺』脳I ‑r調l田壺去黒園雲館I＝I ̲でいた鐸去弗い上釦宝l三顧勺でI.､圭寸‐上系I ̲<沿旧百い鋤I ̲生す‐

本も古いので早く変えて欲しい。
汚ない。(老朽化)本が少ない。自習室が少ない｡探しにくい。子供はたくさんの本にふれてほしい為図書館を利用したいが自転
車で行くには坂があるので無理だし､車はおくところがないことが多いので足が遠のく｡立地からして駐車場がもっともっと必
要1 1 1駐車場がとめにくい1 1 1もつと整備してほしい.大阪から引越してきて.古い図雷館に正直がっかりしています。

立地･設備など､50年前から変わっていないことが驚きです。市民にたくさん利用してほしい､という意志が全く感じられず残念
です。

駐車場の数を増やして欲しい
せっかく近いのに､耐震性が心配で落ちつかないもっと広くて充実していたら、日常的に利用するのに常々残念に思っている
老後に通いたいので期待している直ぐに計画の実行に取り組んで欲しいです。市民に寄附を募っても良いのでは？

場所構造的に高令者にとってはアクセスが良くない。それにしても狭く館内で読書や調査を行う雰囲気ではない。
駐車スペースがせまく､車の出入りがむずかしい。階段が多い。
大変古くバイアフリー化されていない為利用しにくいです。以前瑞 恵区に住んでいたのですが､瑞穂図書館はきれいでバイアフ
リー化されていてとても利用しやすかったです。（自習室もあり施設 b充実していました）
･貸出がカウンター受付のみで。 貝を読むスペースが少なく､また本の少なさに｢ここが図書館？｣と思った。 ・勉強したりする場所
ではない｡建物が古くお粗末｡、 [令指定都市でこれ？の一言。
名古屋市内の住宅地の一等地にあるにもかかわらず､駅から遠く駐車場も少なく何より本の種類､雑誌､建物等他の郊外の図書
館に比ぺてとても見おとりがする。東山公園とセットで遊べる施設にして欲しい
･千種図書賀 :については旧名古屋ユースホステルの建物を再利用しているので機能面で十分でないのはやむを得ない｡他館に
ない特色でI 5ると見るのも−つ。
蔵書･書籍が少ない狭くていすなどもなく､使い勝手が悪い
ゆっくり座って読めるソファーやイスがたくさんほしいです。暗くて､トイレなど気味が悪いから､早く明るくキレイな図書館にして
ほしい。駐車がしにくいです。
6／18に発生した大阪地霞において､小学校の塀が倒壊したことにより､小さな少女が犠牲になりました｡翌日名古屋市では同

様の建築ブロックの点検が行われたとニュースで拝見しました｡既に違法建築と認定されている当図書館の安全性は放置してい
るに疑問を感じずにはいられません｡事故がおこってからは手遅れです。

．広くキレイになってほしい。 ・読書(勉強)スペースをゆったりさせてほしい。 ・雑誌をふやしてほしい。
建物も古く､耐霞性の面からも危険。他区の図書館と比べても利便性が低く､早急に改善してもらいたい。
とにかく早く建替てほしい。
八百p、石口昼三さ

奉丁万‐、生季興。J71 両刻、一忽▽1回U・

0

1墾一vグー盲函ニレ里、日、、奉、、一狸Uグ区

・密、、ぴひ0J"J・一j畷百口目、、シヮ季

いあきれはてるオ 〈態。

安全性､利便性？ 胃一番に考えてほ［ ,い(バリアフリーを整備する必要有）
古い､狭い､足 要不自由な人は､: 1用不可､係の人も､固苦しい？感じで､全体に明るさがない。
施設が古く､トイレが汚い｡ムカデが出ると注意書きのある図書館てどうかと思う｡子供でも大人でもさされたりしたら困る｡本が汚
、

い｡図書館でのマナーが悪い

階段がつらい本の並べ方､作者別になっているも分かりにくい(仕切がはっきりせず迷う）本が全体に古く見える
行った事はあるが老旧化し不便だし､立て替えは必★である｡新図書館は､利便制を考え､地下鉄駅の上とか多勢が利用し易い
場所が大事と思う。
･1面の｢･･･の主な問題点｣立地上．．､館内の･･･では目下特に感じてはいない。

．｢･･10年以上前に･･･補強の必要が･･･」

語壷塞睦塞示童奎へ衿去壼′診睦垂柄上L幸一一婚録柄枯、

本･資料の本が少なく､狭く､照明も暗いと思います。

トイレも古くきたない｡緑も多い場所で環境はいいのですが床を毛虫などの

虫がいたり、清潔とは言えません。

現在千種図菩 :館の駐Z z場は無料で§ 【軽に利用できることが気に入っています。
可UJ詞月11小、潮K〃､つむ辺、、〃』、ごし、丁泳ご 〃､しり句ノコ1−1小、色Lむし、し、掴阿11−α〕句色唇し、季シ◎季、、丁味淫〃、ゾーノレビ唾｡､季へ

に図書館で集まってから､市営プールにいってました。図書館が近くにあるので今のマンションを購入した理由の1つです｡又、
私はフルタイムで働いているので､よく子供に図書館で勉強や本を読むように利用しています｡昔は図書かんで仕事や勉強して
いましたが今はスターバックスを利用することが多いです｡それは仕事スタイルがPCなどに変わっており､有償でいいのでそう
いったスペースがあった方がよいのでは‐

あきらかに老朽化が目にみえてます。どうしてほっといていたのか？行政の怠慢です。
老朽化は気になっています。安全が確保できれば現在の場所でも構わないが、自転車で歩道が狭くなる事があるので､ちょっと
困ります。
自分たちだけのことを考えると､特に不便を感じていない上､子どもが自転車で行ける場所にあるので､行きにくい場所になるの
は困るので､きれいになるのはいいですが､移転は複雑な気持ちです。

耐震性が心配。エレベーターはあった方がよい。
広さ。駐車場とめづらい。自由(無料)なので動物園に行く人がとめる人もいる｡チケット制にしてほしい。
駐車場がほぼ満車の時 がほとんどです。
市外から転居してきて、 列めて利用させていただき､狭さ､古さ､本の少なさに驚きました｡市内のどの図書館でも返却できるのは
便利と思いました。

日ヨ 喧図書館のように、自習スペースがたくさんあり、本もPCもたくさんあれば良いと思います。

場所が悪く建物も古くなっていて高齢者が利用しずらい早期の新しい千種図書館の実現を希望します。
東山動植物園と−体整備をする話は聞いていたが､計画が撤回されていたのは知らなかった。動植物園の整備は進んでいる
へ』一両垂挙0−，

、一÷アヘ坐今ラニ1−今杢へ÷一軍一一十、』 ロ÷14
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箱をなくせば−体何人の人が困る？？あるから赤字でも運営する。

10年前の定期券売場と同じではないの少なくとも5〜10

万人の火が｢閑為Iﾉｰいわなければサラ地にして(→余かかるけど)一般企業に売れば

･駐車場をもっと広くして欲しい．ペビーカーでいけないのでそういったことをこうりよした作りにして欲しい．子供の絵本コーナー

はしずかにする方がむずかしいのでかこってもらうとかして欲しい｡もっと子供がのびのび本をよんでもいい空間があるともっと利
田l .やすいです‐

2〜3度､利用したが､立地が悪すぎて使えない。古くてこわい。
新刊の本の貸出本の数が少なく6ケ月の本もありますので予算も限りの中新刊6ヶ間はリース方式の有料貸出コーナなど検討を
差應目I.、I ̲ﾅ差I̲，

･バリアフリー・駐車場の増設・本が少ない。 ・自習室の完備
星ヶ丘など､交通の便のよいところに立地すべき｡駐車場も必要。
勉強をするスペースが少なく不便学習室があればもっとひんぱんに利用したい階段が多くしんどい…目転車をおくスペース

千千

*,無く不挿＊,つと禿奏させてぼしいと前々から思っていました

重図書館は古いので早く改築してほしいできれば新しい建物の中に室内で遊べる場所を作ってほしい(児童館みたいなもの）
薗区には1つしかないのでそして̲訳から近い所で

｢立地上の問題点｣となっている点は､私は全く反対でこれが千種図書館の独自性と感じています｡図誓箙に歩いていく道すがら

木々の季節の移いを感じ､息づかいを感じています｡大好きです｡どこにでもあるきれいで便利だけでは､残念です｡駐車場も少
ないから図書館のまわりの自然が保たれています。 車のある方は少々遠くても駐車場のあるところに行ってもらえると思います。
歴史ある独自性は大切にしてほしいと強く思います ｡ただし､館内の問題点は同感です｡書架フロアーと自習机が同在し､どちら
緑に囲まれていて大好きです｡安全面での不安は確かにありますが､古い物はダメで新しいものが艮いとは限らないと思います。

駅前の便利さばかりがいいとは思いません｡図書館へ歩く道すがら四季の移りかわりを感じる千種図書館が大好きです｡逆にこ
んない良いところにある図書館を移すのは残念です｡移転は反対です｡駐車場が増えれば､車も多くなり緑の香りはなくなりま
す‐建物拝'十の建て替気存希望L主す←

現在の場所は､行くのが大変｡(地下鉄の丁度まん中）その上､30段のぼって建物に行きつき､更に19段のぼらないと図書館

に行けない。運動の為と思って歩いているが､ベビーカーの人､車椅子の人は大変だろう。また､車で送ってもらい､本返却の
"(10分位)待っていてもらう時には̲楢路の停めなくてはならず不便。

民営化に﹁どちらともいえない﹂

古い｡行きたいと思わない
駐車場が無いに等しく､足が遠のいてしまいます｡本当は毎週でも行きたいのですが歩くには遠く、自転車をもっておらず､子ども

も小さいので行きにくいです。絵本も冊数が少なく感じています。 うちは園山町ですが､せめて移動図書館車が来てくれたらと
思います‐

1年前に千種区に引越してきましたが､千種図書館は遠く､車もない我が家はとても利用しずらく行ったことはありません。未就

学児もいるので､おはなし会等とても参加したいのですが残念です。

自動車図書館に助けられています。立地をせめて駅の近

<などにしてほしい‐富士見合一千代田橋辺りはとても不便。

読めるスペースがもっとあると嬉しい。鍵をかけるロッカーがあると便利。エレペーターが欲しい。
場所が不便日当たりも悪く､気味悪くて行く気にならない。どんな本が置いてあるか分からない。
アクセスが良くない上､階段が多いので､利用しにくい人が多いのでは。建物が古く､机やいすも利用しやすい､また使いたいと
は思えなかつたへせまいので隣人とのキョリが気になる。

･利用していない｡交通の便がよくない。
可盈U季■』守宗一vゴー
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B
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なって､読み聞かせの会や子育てサロンに乳児の頃から子どもを連れて行っていましたが､読み聞かせや子育てサロンを行って
いる会議室は固い床に古いカーぺットが敷かれているだけの殺風景な狭い部屋で､このような場所を使用していることにずっと疑
問を感じていました｡また､乳幼児期はベビーカーに子どもを乗せて連れて行っていましたが､毎回長い急な坂を持ち上げるよう
に押して行かなければならず､とても危険でした｡現在､子どもは小学生になりましたし､もっと利用させたいと思いますが､天井
がいまにも落ちてきそうで､耐震性に問題があるような危険な場所へ子どもを行かせられるはずがありません｡もし､少しでも大き
な地震があった時にはきっと､ひとたまりもないと思います｡本を読むことは心を豊かにし､本で様々な調べものをして知識が増え
ていきます｡子どもにとってもっと図書館を身近な場所にしたいと心から思っています｡移転改築が撤回されてしまったときは､本
当に残念で､その後何度も要望しても､きちんと対応しない河村市長には本当にがっかりしました｡市民の生活の質が低いのに、
SLや名古屋城にばかりお金をかけている市長の政策はひどいと思います｡はっきり言って千種図書館が他の地域の人が利用し
たら､そのひどさに笑ってしまうと思います｡市長は名古屋市民にどのような生活を送らせたい名古屋の子どもをどのように育て
*い上黒勺でい畠のでI ‐上弓方､‐

地下鉄､バスの駅から遠い。

自転車では坂がありしんどい。狭いので､いつも机利用者がいっぱいで利用しにくい。

高齢の母(99才)と私70才､大きい字の本を借りますが､少ないのは寂しい｡他図書館にはあるかも？(調べもしないので）車

椅子で入れないので下で待たせて大急ぎで借りてくるか一人で来ますが､何せ時間がゆっくり取れないので､中まで入れれば有
難いです、

千種図書館は遠いし､交通も不便なので利用はしておりません。つるまいは子供は毎週行っています。
松原市長在任時の図書館建設計画が､いつの間にか､消滅した事の理由が不明である。文化都市を目指すのであれば､早期
実現舂希望します．

前から建替えの話は知っていましたが､早く実現してほしいです。
｡もっと広くゆったりしているとありがたい。

・地下鉄駅と直結していると便利。(東山公園駅付近には余裕があるのでよいのでは）

とにかくアクセスを良くして欲しい。 自動車利用を前提としない施設にすべきだ
私は転勤により､今まで6市町村で図書館を利用してきましたが､ここが一番古く､狭く､なにより蔵書の少なさにがっかりしまし
た̲決めた本存穰すだけでなく‐「こんな本もあるのかlという出合いは嬉しいものです､だから蔵書の充実存願います．

老朽化がはげしいので､速やかに改築すべき。

自動車で来館できるようにしてほしい。特に身体不自由者に使いやすい構造

にしてほしい

･出入口への高低差がこたえる．テーブルが学生に占拠されている(ちょっとした調べ物をする時､不自由する）

りがあって…結局は､鶴舞に行くことになる。(落ち着けることもあって）
遂の住処？

・蔵書にからよ

・｢文庫本コーナー｣って何なのか･･･ベストセラー品の

読みたい''｢文庫本lはなかったり・・・

とにかく建物が古くて､雨の日など､トイレのにおいがくさくて､子供が､嫌がって使えう 兵い
･昨年9月頃から半年程､4〜5冊ずつ､2週間ずつ貸し出しをしていただいた他の図書館からも取り寄せていただきありがたかつ
た。 ・親子で来ている人が多くて驚いた｡役に立っていた。

老朽館であることは否めないので､改修してほしい。場所は前に案が上がっていたように､東山公園前の駐車場が利便がよい。
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駅から近いと利用しやすくなる。

とにかく古く､トイレも今だ和式で､オシャレでキレイになってほしい。岐阜県｢みんなの森メ

デイアコスモス｣の図書館がとても素敵です。あんな図書館なら1日中いたい。デザイン､緑もあり(庭)、敷地内のイスの数も多
い｡スターバックスもある。
ベビーカーで行くと褒にまわらなければいけないし､休館日の本の返却ポストも階段があるので不便｡お年寄の方も大変と思いま

す｡裏にまわるのも大まわりしないといけないですし。館内も暗いのと椅子の合間をぬって本棚にいかないといけない。

トイレも

怖い感じ｡子供づれには不便ですね。本はたくさんあるので良いです。
小生の場合は高度な調べもの､特別専門的な調べものはない｡しごく一般的な安易な事項である｡それなのにそれを見付けるこ

とはむつかしい。学者､学生でなくても一般的普通なものが利用出来るよう､何がどこに在るか分るように願いたい。年間に数
度しか利用しないが̲大半は資料があるのかないのか分らずに帰る．

暗くて不便です
千種区役所を建て直すならばその中に設置すれば良い。※駐車場不要･･･地下鉄･バスで来れば良い。 ［追]現在の立地状件
は全くダメ！
早く新しい図書館にしてほしい
古い本が多く､傷み､よごれが目立つ。旅行関連は､情報が古く､役に立たない。お手洗いが､利用する気になれません。
個々に分かれた自習室がほしい。
駅近にしてもらうのが一番の理想､通いやすいことが一番､あとは図書館の施設充実､図書の充実化
バリアフリーにしてほしい。新しい本をたくさん増やしてほしい。
確かにとても古いし､緑に囲まれていく暗いイメージ。新しくなるならとてもうれしい。
．古い．暗い．本の数が少ない。せまい。暑い私の住まいからは近いので立地はとてもありがたい。駐車場がしっかりあれ
ば不便な場所でも気にならない

老朽化､蔵書数の少なさを改善して欲しい。一人ひとり仕切られた個別ブースの自習室が欲しい。
新書等の更新をしてほしい｡(図書が古い､旅行雑誌など）
蔵書が古く､汚れている｡借りるのに､ちゅうちょします。また建物も古い為､利用する際に気になります。
築50年にまもなくなるのに今まで耐震補強もされていなかったと聞き千種区民としてとても心配です｡リニューアルを早くしてパイ
アブIj‑のエレベーターの誇溜と撞物の増塞*,含め*,つとスペース存広々J‑I̲誰*,が利用L易い図雲館穿望み主す‐

転勤族で､大小さまざまな都市に移り住みましたが､この大都市で千穂図書館の狭さ･不便さ｡古さにビックリしました｡また､階段
が多く､たいへん使いにくい図書館だと思います｡Pが少ないのももちろん､自習室がないのも驚きでした｡小さな町の図書館で
も､もっとずっと整備されている所もありました｡早急の改善をめざしていただきたいと思います。耐震も危なそうですよね。
高台にあるので身体的弱者が利用しにくい。バリアフリー建築の建物にして欲しい。
地下鉄から続けていけるよう早くたてかえていただきたい。千種図書館ニュースを名古屋市広報にのせてほしい。
少しレペル(文化)の高い活動を期待する
何十年も前に一度利用しましたがその頃でさへ不便不自由と思いました
多くの本がある図書館へは行きたいと思うけど､乗物の駅の中間であったり階段があることを思うと､高令者にはついおっくうに
なってしまう。つい､近か場の本やさんで店頭でぺラペラと頁を繰ることに留まってしまう。
ｵ荘認さ兄包↑可十j陥刀､ごLむごゅうj出ビヲo

言E1午Uノハグ、−ハUﾉ圏1示唇飛ｴ里任UJ刀､むし汀し季直"刀､、むっ少し取晉ご汀し旬このり刀､にし、

です。
璽物も古く､駐車場､立地場所不便である。(他の区の図書館にくらべはるかにおとっている)エレペターもない。千種はこれでよ
､のか？

階段の上り下りが大変。蔵書が少ない。子どもが小さい頃は週に何度も図書館へ出掛けていました。誰にとっても身近な図
雲館ﾉｰ友轟上弓表言で徴l→いです‐

濁題点が多いようだが､私の家からは近く､今のままでよいくらい駐車場が狭いなどというのは大した問題ではなく駅から遠いと
,､引壬どで*,ないす?Lろよい撞動にな為

先日、はじめて図書館(千種)に行きました｡ここに引越して半年､試験勉強の為に利用しました｡様々な催しの案内や子どもの作

品があって､面白いと感じました｡その反面､駐輪スペースは狭く､階段もあり(急)勉強スペースもあまりありませんでした｡改善
は必要だと思いました。
子供用のトイレが欲しいと思っています。大人は少々古くても良いのですが､小さい子供には､古いトイレは使いづらいです。
耐 鍵さえしっかりしていれば、 あと情けつであれば特に不満はありません移転は希望しません。
蔵答 :が少ない

自琶 室を充実させて欲しいです。
弓山鼻面脚TI生間乎刀、喀睡し､匡海フ◎雲"ノ』工14浬刀､壁し、刀､むしイし任し、刀､陸

ブト汀しこし､フ円』零刀､の｡◎弓Uﾉ覇脚Tさ万百用しL女吾E〆Ⅶ家喀琶

ないだろうか若い人に人気のある本を購入することが多いと思うが､新しい本のジャンルに偏りがあるように思う｡人気や流行に
左右されないで蔵書を増して欲しいバランス良<本を揃えることも公共図書館のつとめと思う地域の資料も充実させて欲しい
好きとかでなく未来に歴史を伝えていく蕊務がある

最近行くようになったが､あまりの古さにびっくりした｡また内部が狭く､特に私は当時足が悪かったので､エレベーターをさがした
が､ないことに気がつきこれもまたびっくりした。
千種図書館は､地下鉄｢東山｣駅から､遠いので､矢田にある東図書館を使っています(たまですけれど）
入口の昭 段(外･内とも)が誰もが集える建物からほど遠い古すぎます｡明るさもない｡他の区に比べ､教育にも熱心な地区だと思
うが.図署 鳶館を見ると逆。

東山公屋 駅近くに移転した方がいいと思います｡住居I 罰の観点から。
最近引っ越してきたのですが､大分古く書籍の収納数も少なく感じます。せっかく東山動植物園が近くにあるのだから､動物や
直物のことも調べられて､地元の人だけでなく動植物園に訪れた人も利用できるような運営ができれば素敵だと思います。
子供の居場所の1つになるような居心ちのよい図書館になるよう希望します
あの場所､わからないと､千種区の場合､星が丘駅近くとのこと｡学園地区､もっと学校に､学生に協力してもらう。 今の場所､市
民の為に作ったとは思えない､不便です。
自習室の拡大Wi‑fi利用

ペビーカーで行くのに不便過ぎる｡階段ばかり。駐車場が少ない。狭くて不便｡本の数が少ない｡テーブル席も少ない。
良い場所にあるので､とにかく､改修､建てかえ等によって環境を改善してほしい！
駐車場がないので利用しない
10年以上前に指標を下回っているなんて､地霞が起きたらどうするつもりなのか､市に聞きたい｡いつ起きるかわからないと市も
言って市民に対策を促しているのに､図書館はなぜ放っておいて､保留にしておいて良いのか？
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交通の便のよい場所に移転してほしい。夜は道も暗く､人通りも少ないので恐い｡(車通りは多いけど…）
早く建て替えてほしい

動植物園に近くにあり便利なので､耐震化を図り継続をして欲しい。
最近はクーラーが効いていますが以前､蒸し暑いことがありました。 トイレが洋式1つ(女性用)2F。
行った事ない不便で行きにくい(老人には家から遠すぎ乗物の乗り替えがめんどう）
力 設が非常に古く書架の間かくが狭い古い本が多く借りるのをためらう程に汚ない
リ い､開架書庫に読みたいような本が並んでいない(外国文字､詩の本とか）階段の登りがきつい。
1 歩をかね､気楽に本を談 み､1時間程居て帰ってくる。散歩をかね､なので本はかりてこない｡図書館で読んでいる
老朽化とはいえ､かわった構造で味があって私は好きでした。バリアフリーはむずかしいかもしれませんが､動物園と近接してい
るなら､観光地らしく動物園とも協力して動植物専門図書館としてリニューアルされることで､動植物園の魅力もあがればよいので
は？と思います

私にとっては､という話ですが､今の図書館より､星ヶ丘では遠くなってしまいます｡ちょっと行ってくるという距離ではありません。

蔵書数も今は少ないし､もっとくつろげる閲覧スペースは欲しいです｡(ウラにも書きましたが)司書さんはどの図書館も不可欠で
はないでしょうか。

･リサイクルの本のシステムは､とても良いと思います。立地上の問題点①自転車の置き場が少なく道路まで自転車でいっぱい

になることが多いです。館内の問題点①階段の幅が高く(1段)急ですので危ないと思います。②幼子室とのとびらがない為、
とてもうるさい時が多く̲ヘッドホーン存つけて勉強している人もみえました。

･駐車場を広く整備していただけたので(嬉しく)利用しやすくなりました。 ・図書館は市民が集う場所として､快適な空間であって
ほしいと思っています｡千種はその点は少しできてない気がします｡建物も古く空間も狭い気がします。 ・紙しぱいの点数が少な
いし古い物が多い気がします。

せっかく緑豊かな環境を全く生かしていないことが残念です。窓から豊かな自然を眺めながら､ゆったりと読書を楽しめたら…
と何度も思いました。階段が多く､年配の方には大変不便です。子供達は､自習室がない為､図書館を全く利用しなくなってし
5

まいました。書架も少なく､読みたい本が無くて残念に思いことが多かったです。
子どもが小さかったころは日参していました｡千種図書館には感謝しています。ただ､高齢者には立地･内部の設備ともに不便
で晶折は利用しなくなりました。

以前一度行っただけでとても不便で高令になれば尚さら利用できかねます｡移動図書館の利用をと思い､カードを作り2〜3回利
用しましたが近くへ来る日に他の日程と重なったりして利用しきれていません｡地下鉄からエレベーター等で地上へ出られる場所
で考えてほしいと希望します。

図書を持っていききするので､エレベーター､エスカレーターがあると都合がよいです｡今は他の図書館でもあります。是非よる
しく。

暗いし､座ってゆったりする広さがない。貸し出しの本の冊数も種類も少ない。
①図書館の職員は､全員が司書であるのが当然であると思う。②資料･図書の検索に相談にのってほしい。③プロジェクター
付きの研修室.会議一読書室やCDなどの映像を観る部屋室を作って下さい。

①−人の読書スペースが狭まい｡→カウンターでもいいのでゆったりと→②読帯 誉する手元が暗い→明かるく
25年以上利用している｡古いので新築又は改築の要ありと考えています｡児童図書セクションとほぼ一体となっているので､小さ

な子供達が騒がしい時がしばしばあるが､館員(ほとんど非正規とおもわれる)が､放置している事が多い｡運営予算が減らされ
ているのではないか｡利用者数の推移は？

地下鉄駅近くへの立地
千種図書館は①古い②遠い−星ケ丘･東山両駅から他の図書館とくらべて､

とも問題あり｡いつまで､このままにしておくの

か｡河村氏の人物に激しい疑問を持つ。

家が遠いので利用しません。
千種に限らずでしょうが､図書館本来の利用法ではない方たちへの対応は､どういう方針なのか､いつも疑問に思っている。
蔵書が少ない。
便利なところにあれば利用します。
･バリアフリーになっていない
50年ほど前､高校時代から､今の場所にありました｡千種の人口から見ればもう少し蔵書も部屋もあってよい。展示室も充実し
てほしい。

坂の上にあり受付までたどりつけるまでの階段には非常に困らせられるし､足の悪い者には利用できない｡一度利用したが職員
の対応も冷たく自分達の仕事が先という状態でした｡ここをよくしたいという気概が感じられません。
･席 >《 少ない白 自生さんの自 習用と化している｡分離すべき 各机･席の分離） ・本が少ない．落着いて読書出来ない､狭い

蔵書数が少ない｡専門書が少ない上､古い。ポロい不便
建てなおしたほうがいいと思う場所ももうすこし便利なところにしたほうがいい。
移転､建てかえの計画があったが､いつ､どういう理由で進んでいないのか､全く説明がない｡千種区民には説明してほしい。
大阪の地震でのブロック塀事故や高速道路の高架コンクリートの落下など､最近のニュースでコンクリートの老朽化について考え
させられます。子供達の集まる施設ですから､何かあってからでは遅いです。

河村市長の前市長の松原市長の時に東山公園の前に図書館を持ってくると言っていたのにとても残念。
千種図書館は遠いのでほとんど行きません｡それにあそこは車でも不便に思います。私は近い東図書館に行っております。
老朽化しており、交通不便､狭い､本が少いなど､図書館本来の目的を果たすためにも2F改築､交通便利な所への移転が必
要です。

交通の便のよい所にあったらとずっと思っていました。地下鉄駅のすぐそばにあれば利用しやすい｡お年寄りや､単身家庭の子
錐押実の寺全一『毒右音鑑査畦閤寡寸芦寸テルの帝去星畏;商左甥所I＝だ黒のでI士査いがル照I.､圭寸‐

千種図書館はこのブロックの中心的役割の館である｡もし､この点を重点におくならば東･守山･名東の各館との距離など考えて、
市道引山線の沿線に新館を立てることを願う。
建物が老朽化していること｡駐車場･駐輪場の狭あいなこと､蔵書が陳腐化していることなど問題点があるが､スポーツセンター

や地下鉄の駅に近接していることから､現在地又はその近隣で改築されることが一番と思う｡別の場所で建替えると､用地取得
が必要なこと､跡地利用の問題など､課題が多い。以前東山動植物園前での改築計画があったのに撤回されたことを､今回初
めて知ったそういうことはもっと住民にわかりやすく説明し､理鯉存得るようにすべきであるの

狭いけれど､立地は問題ないと思う(住宅地からは近い）
地下鉄から､歩く距離がある古い､トイレも利用しずらい
場所が不便｡公共交通機関を使って行ける所にしてほしい｡小さい子供づれ､老人には不便
子供､お年寄､若者､ビジネスパーソン､みんなが使える施設。
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子どもが小さかったころ絵本などを利用しました｡建替え存続を希望します。
早急な建てかえが必要と思います。
やはり、自宅から遠いのが残念です
早急に建てなおしてほしい。

千種内の端にあり､交通の便が悪く､利用しづらい。今池･池下あたりに｢分離｣(支館)があってよい。
親切に対応してくれてありがたい。
入口に階段があるため､障害者には利用しにくい
明るいふんいきにしてほしい。 自習室を整備してください。
もっと便利な場所に移してほしい。
遠いし古いので行ったことない｡東図書館利用。1区1館でもなかなかむづかしい｡巡回車図書館などもよい。
現在の位置は､年寄りには､殆ど利用不可能です。区内で､交通便利な所､なるべく地下鉄沿いに移転してほしい。
★くて階段がきついのでバリアフリーにして早期に建てかえてほしい交通も不便
自宅から遠く､交通の便が東に比べ悪い
地下鉄の乗継ぎからすると､東図書館の方を利用している
･駐車場が以前より増えたとはいえ､坂にあるので止めにくいばかりか､すぐ満車になるため､早朝に行って確保しなければなら
ない｡そのためめったに行くことができない・足が悪いため､段差がきつい
山1睡痙レコ〃、ツレL，マUノ淫切l小、国電風眉こしLE心、、ロロ唾UI』〃・邑し三し、、1日jpUEご旬、屋争ロEご 句、季 ノ"歩"巴亟こしLI小色

うでしょうか？そして｢千種図書館｣は星ケ丘に新しく構想されている､まるきり新しくまるきりすばらしい、 これぞ知の殿堂みたい
な､これぞ名古屋がほこる文化的サービスみたいに､する｡外国→いま名古屋にいるたくさんの外国人主にアジアからの人たち
の白南方4,的方外園の人参塞ぐ弓'十1‑,非､畠銅.黒の人＊･音識I ̲た＊･mJ−I −で上界＆杓《畳屋廿黒

小学､中学の頃はよくお世話になりました。地下鉄星ケ丘と東山公園の中間点ではあるものの､子供にはあまり気にならず図書

館の雰囲気も好きでした。年を重ね､駐車スペース､階段の問題は建て替えが必要になるが､できれば今の場所に残してほし
い

地下鉄の駅から遠い。
若い頃はよくでかけていたが今はほとんど行かない。ゴージャスな図書館でなくてもよいから､市職員司書がのびのびと工夫を
してほしい。

･最初の案の場所がいい(今の場所でもいいが､もう少し駅寄りだと良い。

・階段も急､バリアフリーもされていない等々で早く新

し<してほしい

本が古い

階段の多い図書館でエレベーターもエスカレーターもないのは困ります｡できればもう少し広く､開放感のある建物が良いです
立派な建物｣というより利便性の良い立地と静かで落ち着ける施設であると良いと思います｡(現千種図書館はやや不便ではな
,､かと思います､）(私は千種区民ですが東図書館の方が便利なのでもっぱらそこ存利用させていただいております̲）

館内が狭く､ゆったり読書を楽しめる雰囲気がなく､蔵書も汚れて傷んでいるものが多い。
東山動植物園前の構想にもどしたら
建て替え､立地･交通の便が良い所へ
駐車場が少なく､不便です｡小さい子を連れて行こうとすると､荷物も多くなり､地下鉄ではきびしい。
古く不便とはきいている､家より近い所にいく､わが家からは不便なので行くことはないが､設備がよくなれば利用したい。
千種図書館が新しくきれいになればうれしいが。星ケ丘の駅の近くでしょうか？駐車場は広くとれるのでしょうか？ブロックの南
はしにあるのに､守山や､志段味の人たちはものすごく不便になるのではないでしょうか？

東山動物園改修と一体化して移転改築されると思っていました｡それにしては着工遅い､と感じていましたが､宙ぶらりんとは知り
ませんでした。

住民に近く(身近に)利用出来る
現在のままでは､せっかくの利用者数も延び悩みになってしまう要因が多すぎる｡身近な図書館として常に行きやすい､立ち寄り

やすい､安心できる場､巾広い年令層が使える､車や自転車でも使える､相談できる司書さんが存在すること､学生室､談話室、
幼児乳児の遊び場も大事､そして地震国日本であり､早急にたてかえが迫られている｡これらを考え､星ヶ丘構想があるなら､進
めてもらいたいがあくまでも各区に複数図書館のこれまでの基本をくずさずに､市民の声を重視しての(可能なら)対応を望みま
す

a

とにかく建物が古く､館員の方々が楽しい雰囲気を作ってくださっても進んで出かけて行き､読書や行事に取り組もうという気もち

を半減させている｡耐震工事と称する長期工事後も､いつも利用する者にとっては､安全性も含め何も変わっておらず中途半端な
ごﾉｰ寡す為なら‐建て盾LてぽLいと切に思弓一蔵雲*,スペース的に不十分である、

千種区については古い､危い(地霞等)バイアフリーになってない再三要望している｡すぐに建てかえをやって下さい。
◎駐車場がない(少ない）◎最広くて明るくだれでも気楽<に行けるといいです｡古すぎます。◎利便性が悪い
駅から遠く､交通不便。閲覧スペース､椅子を充実してほしい。
早急に建替えるぺき

まず､なくさないでほしい｡集約化ということでなくさないでほしい｡現在の位置で良いので､バリアフリー化､耐霞化してほしい。
"ひ

こし、つL七哩睡幻､−イノし、◎羽車Uノノひし、琴課1町千七IぷうつL0コし、Lし、し、Uノ〃、弓.歩出睡〃､のごLユ｡､イしノニロ、や佃規lひ1到イし"ひし｡

か…こわい。建物が坂の上なので､すべっていく？ともかく建てなおしてほしい。狭い空間、自習室は企画があればテープ
ル､イスを片づけシートをしいて準備､終了したらまた元にもどす｡これではネ。子どもとママがゆっくり本をみるたたみ敷きのへ
やがほしい。広い図書館に。

千種図 菩館の建物 計観が好きなので､保存する方向て 検討して欲しい｡かなり健全な設計をされた建物に見うけられる。
交通の便があまり良くないので少し利用しにくい。（夜はくら<なるので､少しこわいので行こうとあまり思わない)きれいであかるく
幸一』一』型oEO

己へ一一一七8−＝ロロコ手竺、q〃R坐』

巳

E−函＝

エレペーターがない､建物内外がとても狭い､古いというのが気になりました。
本来は−箇所でなく点在させた方が利便性は良い､たとえば各学区毎に設置するとか､公民館★設型がもっとも本来において適
当と個人的には思っている

地下鉄駅の近くにつくるべきだと思う。
旱1−未つLし、ノニ里l小睡手燭刀､シ牡、古カレ盃しﾉこ〃､、向田、l鐸八コU厩ノリノ宅ﾗｰ妃日T琶堅エレL，正少11ェ1異今U刀 ノ喀哩し、季ヲ◎湧出r

鉄駅のちょうど中間で､いい運動のコースです｡ただ路上から館内カウンターまで､のべ4つ折りの階段は､しんどくて､悩まされ
主す．國雲の琴'十鱈1.友〆支旬おLI圭廿ん‐

6

高齢になると本を読む時間はあるのですが､歩ける距離が短くなり東山線は便利でいいのですが､ここは坂があり駅から遠く不
便です
たくさんの方が､いつも利用している施設であるのに､老朽化が進み､安全面も心配です｡子どもたち、中､高校生､休日には家

族連れも多いですから､快適に過ごせるよう､はやくきれいにしてほしいと思います。特に階段は材質からして危険ですし､おト
イレの古さはいくらおそうじをしてもしがいがないほど旧旧式ですね･･･。

図書館は必要なし！ （星が丘に40年以上住んでいるが−度も行った事なし）
･交通の便のよい所に作ってほしい．いろんな事に使える部屋を作ってほしい・もよおし物を開いてほしい．展覧スペースを
作ってほしい

7

【5‑1】

｜【8】名古屋市の図書館への意見･要望

いろいろな図書館へ行く熱田図書館で車に置いた本を､盗まれ､返えせなかった時､職員に5000円請求され払ってEまうた6領
収証ももらわず､だまされた事に気づいた。

2冊の本代は5000円もしなかったのに､バカだった。

メールを利用しての取り寄せと引取り連絡や､PCでの蔵書検索など大変便利で重宝している。

すべて月曜日休みはやめてほしい｡交替キンムにして､休みなし｡年末年始もやること。 22:OO頃まで､やって下さい｡しめる時
間が､はやすぎる。

民営化に﹁賛成﹂

駐車場が少ない｡車がとめにくい。 30分無料でなく､せめて1時間にして欲しい
東図書館を利用したことがあるが､プールや商業施設も近く､とても便利｡家族で出かけられる。
利便性など見直してほしい子供達が行きたがる図書館を作ってほしい。駐車場ももっと広く無料にしてほしい。
民間になってもいいですが､市民が利用しやすい場所にあってほしいです。
もっと公共交通の便利なところに設置してほしい蔵書の見直しをしてほしい(ある程度の時期がきたら入れ替えるet｡)
インターネットのUIUXの見直し。資料の無料配送もしてほしい。
･直営は一ケ所で良い。 ・他は民営にし､競合させるべき。
建物が暗くて本も古く少ないのが残念です近隣の市より大都市なので本を充実させてほしいです。
私は文字もキタナイです。 しようがいがありますが､いつも､この国の事を一所けんめい考えています1 1
CDを貸りたことがあるが､殆んどキズがついていた。返却後はチェックしてほしい。(キズのあるものは貸出さないでほしい）
メイン館を充実させ､メインに遠い地域には予約した本を受けとり､返却できる窓口を何ケ所か設置してほしい。
･図書館によって施設の規模の差が大きい。
広くてきれいな図書館がない。
もっと返却ポイントが欲しい。主要駅の近くなどに。
人気の図書については､数を増やしてほしい。

駅やコンビニでの貸出／返却サービスを開始して欲しい。
とにかく行政は遅れている｡与党に問題があるのか､野党に反対ばかりしてきたのか。旧民社党の地盤らしい

職員さん達のソフトでやさしい対応､いつも感謝｡但､加令に従い､机､椅子等硬くてつらくなって来ました｡もう少しゆったり出来な
いものか。
名東図書館はよく行きます｡バスを降りて便利です。弁当食べる部屋がないので､困っています｡晴れた曰は､近くの公園で食

べます｡雨天や暑い日、寒い日はどうすればよいのでしょう。鶴舞は地下に食べるスペースがあります｡食堂はスガキ屋ラーメ
ン店のみで､困る｡食事制限があるので､もっと和食の店も入れて欲しい。全体に言えることは､どこの図書館も和式トイレが多
い。洋式にして欲しい。

｡いろいろな市内の図書館に行きましたが､どこも駐車場が狭すぎます。

・千種図書館の位置ですが､区の東端にありますが、

区民の方々は利便性が悪くなかなか利用しずらいのではないでしょうか？(私は､東山公園付近に居住していますので､自転車
でいけるから助かっておりますが｡）

名東図書館の駐車場ですが､1台､1台のスペースが狭く､停めにくい場所があります。新しい本や雑誌も読ませて頂き､とても
助かっています。

概ね満足している。

千種図書館に比べれば､全て上です
図書館をもった大規模化して民間のカフェなど入れてほしい。

民営化に﹁やや賛成﹂

現在提案されている案におおむね賛成。より利用者が予約･貸出が便利になるよう努力されたい。図書館の役割には様々な
意見があると思いますが､反対するだけではなく､前向きな､利用する人にとってよりよい図書館にしていくよう働きかけをお願い
します。

千種図書館ではないがある図書館ではホームレスが体けい室やいすを占領していて､すごい臭いでした。幼児だった娘と絵本
ぐに出てきてしまいました。

予約数の多い本の冊数を増やしてほしい.ネットで予約できるのは､ありがたい。
区に1つは少なすぎる1 1 ！もしくは駐車場をたくさん完備している所ならば車で利用できるので行きやすいと思います。子供
の教育に力を入れるのであれば､図書館の整備にお金をかけるのは有意義な使い方だと思います。

−

名古屋出身ですが､20年ほど他県で何序所か転勤し久しぶりに戻づてきました｡埼玉､東京､茨城､三重に住みましたが､子育て
中の居場所として､家族が本に親しむ場として図書館が近くにあり､また施設もよく､本当にありがたかったです｡しかし､名古屋
に戻り、あまりのお粗末さに驚きがっかりしました｡生活の中から､図書館の存在が薄くなってしまい残念です｡もっと利用しやす
い場所に数多くあってほしいです。

きれいな図書館と古い図書館の差がはげしいです。早急に整備してほしいです。千種図書館は耐震も不安なので建て替えて
欲しいです。

･以前住んでいた熊本市では､個天万=Fを雁れば､市内の図書館のどこにある本でも予約できたり､また図書の貸代しも､10冊
まではカードと本を貸出機に置くと､本の題と返却日が記入されたシートが出てきてセルフで済み､BOX投入での返却だった｡月

に1回子供向けの映画(無料)があったり､読みきかせもしていた｡･軽食がとれるところも併設しているとよい。

・階段を昇って、

着いたと思ったら2Fへではベビーカーや車イスの方､足の不自由な方はとても利用できない｡新しく作るなら玄関〜室内をフラッ
トにしてほしい。 ・夜箒千種図書館のまわりが暗くてこわい｡防犯上もっと明るくしてほしい｡歩道脇のヤブも柵がなくてこわい。
前にバス停存使ってほしい(バスルートも）

返却する場所を栄､名駅など駅近くなどにも設置して欲しい
駐車料金30分無料ではゆっくり本を探せないので1時間とかにしてほしい1 1

もつとたくさん本を置いてほしいです。

喫茶店と直結した図書館は理想です。

東山動植物園や名古屋城にばかり税金を使わずに､図書館の整備をすすめ文化面での中心地とし､名古屋市の文化レベルをも
う少し上げてほしい。

･東山動物園正門前の駐車場に建替えときいていました｡みんなが利用しやすいように､東山の駅前がいいと思う。

・自習室を

多めにつくってほしい。

数年前迄46万人都市金沢に居住し､玉川図書館をよく利用していましたが､蔵言薮弓 分類T随筆等)が充実じていた｡世界には

素晴しい図書館が多々あり､そこまでは望まないものの文化不在､魅力度最低の名古屋らしい図書館からは脱出してほしい。(市
会議員の給与を上げるならせめて蔵書の充実）
新しい資料が少ないと思う｡雑誌が読める時が少ない。建物が､平凡でつまらない。（内･外）

設備や施設がきれいになっていると､気持ちが良いしきれいに使おうと思うもの｡今の千種図書館は出来れば行きたくないと思
う｡食堂(リーズナブルな値段)、談話室が欲しい。

1

住居的に東図書館ばかりですが､交通の便､利便制が−番かな？今はスマホである程度調べられるから。
上記以外満足

駐車場が有料で使いにくい。
予約した本がなかなか届かない､県図書の方が早いと聞きました。

年代別に利用する役割がちがうし､生活スタイルも変わってきました｡それに対応していかないといけないと思います｡でも一番根
本にあるのは｢本が平等にみんなが無償で利用できる｣でも､それだけしか機能がないと､不便です｡年代別にいうと生後〜幼稚
園:お母さんと小さい頃から本にふれること｡これは､子供にとってもお母さんにとってもとてもhappyなことだと思います｡そのよう
な空間を提供して欲しい｡小学生:安心して図書館にいかせれること｡とくに女の子など心配です。中学生､高校生:自分の興味
のある分野本がよめること自習の空間｡カラオケではなく本のくうかんで提供できる社会人､本をよみながらPCで仕事もできる
受付の担当者は自意識過剰ですね。ごうまんな人が多い｡特につるまいは・・おうへいな態度か
日常的に使っておらず､よくわかりません。
おとりおきを1週間ではなくせめて10日にしてもらいたい。
市民に対してもう少し広報活動をしても良いのではないか？
･図書館の移転改築には､お金がかかります｡ただ動植物園の再生プランにはもっともっと大きなお金がつぎ込まれていると思い
ます･ ・図書館の土地条件として駅に近いのが望ましい｡但し必須条件ではない。耐睡性は必須です｡ところでユースホステル
の跡地はどうなってますか。

楽しくて行きたくなる場所をもっと考えさせなければ1 1でなければあなたの職場はなくなるという仕事本来にあるべきモチペー
冬公一、．
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名東も2〜3度利用したが､公共利月 のものでは行きにくく､車でも止められる台数が少なく利用をやめてしまった。
1．小さい子供さんの本と成人の本が同じ室内に収納されている場合子供の声とママ友の声が静かな室内に響き落ち着かない

室内の収納区分を分けてほしい1．開館時間朝AM900〜PM700､土日祭AM930‑PM500ですが土日祭は開館時間をA
M900からに変更をお願いしたい

･全体的に駐車場が少ない。本を借りるので重いため車が必要・E 習室が少ない。
学習室の充実を図ってほしい｡家で学習できない人が少なくないことも現実である。パソコン室も設置！ネットなども活用できる
ようにしてほしい。駐車場が必要｡駐輪場も必要。

充実していて有り難いと思っています。サービスもちょうど良いと思います｡民間のカフェスタイルは名古屋では必要ないと思い
ます。（カフェは他に沢山ありますから･･･)図書の充実に増々力を入れてほしいです。

どこの図書館の本でもリクエストすると希望館にとりよせてくれるのが大変便利。
中央館に行ったことがないので分かりませんが､分散した小さい館は本が少ないならせめてアクセスを良くしてほしいです。
今まで静岡の沼津･東京の武蔵野市の図書館を利用してきましたが､名古屋市のが1番古く､大人も小人も学生も利用しずらく思

います。武蔵野市のような図書館を作ってほしい。(学生の勉強スペースをもつと！子供達の楽しめるスペース､イペントを!）予
約本脊自分で受取れるように

勉強するスペース､読書するスペースがせまい､座席数も少ないため長居できない。大低借りるだけになる｡アクセスが悪いと

返却も徳くうになるので利用しなくなった。飲食できるカフェ(コーナーでも)など併設してほしい｡学生時代はそれでも利用してい
たが̲社会人になると全く利用しなくなった｡

以前は鶴舞中央図書館を利用していたが､特に問題はないが食堂､トイレは少し改善の余地があると思う。
二週間の貸出期間を三週間にしてほしい。
つるまいは高れいの人が夏は涼しいのでくつろいでいる人がいるので図書館のイメージが悪るくなると想います。
地域住民特に､子どもたちを中心とした､文化施設としてなくてはならない施設と考えます。名古屋に文化の風土が､少ないとも
思います。

図書館が本を借りるところだけでなく､学びの場､集いの場になるようになればよい。
図書霞全体が､新しく､生まれ変われば活字離れの歯止めになる。
往来がしっかりとあるようでどこのものも取りよせていただけていい。
地域住民がもてあましている本もか かりできるとよい。
一

新旧の図書館に差がありすぎる。(瑞穂や緑はとてもキレイ｡天白､千種は古すぎる)。長久手の図書箙はとてもキレイ｡予算の間
顕ですかね̲予宜内で*,アイデア如何でェ夫できるのでは？

公共事業として大切に維持してもらいたい施設と思っております。
10年位経つと家賃を下げてスラム化する。
読みたい本が早く読めるシステム

図書館は､交通の便の良い所につくって下さい。
以前は鶴舞図書館を主に利用していましたが､社会人専用の2人 卦けの席で隣に露出狂が座ってきたため､怖くて利用できなく
なりました‐読書や自習に集中できるよう.個人席を充実させて省 【しいです。

予約した本の待ち時間が長すぎる。
営業時間が短いため仕事終了後の利用が難しいです｡名駅近くや栄近くなどの図書館の時間を遅<までにして頂きたい。
他の図書館に行ったことがないのでわかりません。
･児童館や地域包括支援センターなど色々な施設と合体させるとか､窓口を設けるとかして､文化面､福祉面との連撹を考えて欲
Lい‐

・図書館まで行けない人のため出先の図書室とかインターネット宅配を活用して､利便性を高めてほしい。

各図書館のネットワークは良い。

千種公園内のどこか利用出来ないでしょうか
鶴舞図書館ができた当初は一度だけ行ったけど､やはり遠いとなるとつい､行きづらい｡生活圏で気軽に立ち寄れるような処で本
に親しめるとよい‐

なるべく交通の便のよいところに建ててほしい。敷居を低く､利用しやすい雰囲気にしてほしい
ホームレスらしき人が1日の大半を図書館で過ごしているようだ。新聞を読むふりをして眠っていたり爪を切ったりしている図書
館はホームレスの居場所ではないのだから何とかしてほしい
元 々、罰 更は大好きですし､図書館という場所も好きです。今後も市の図書館が色々な人に利用してもらえる施設であれば嬉しい
と思い： ﾐす‐

新しい； 属を早く､入れて欲しい。予約しても人気のあるものは､半年〜1年近く待ったりするので冊数も増やして欲しいです

蔵書が少ない
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ある日突然委託業者さんがいてビックリした市民の意見を取り入れて行ったのか疑問である予算も大切かも知れないが､市職
員の司書さん達はどうなったかと思っていた｡司書さんになるのも大変な勉強をしてなったのだからもっと大切にしてあげて欲し
い、活字離れも叫ばれる中一本存扱う人存大切にして下さい

全般的に本が古すぎます。ﾈｯﾄ検索が不便｡1 罰 iが少ない。予約から到着が遅い。
フィクション(小説)の蔵書に占める割合が大きすぎ 、。
交通の便利な館が行きやすい
今迄でどおり､市の管理､下でおいて下さい。民営になれば､利益が出なければ､どうなるか､市民の為になるような運営､疑問
である。

中心の図書館とその他の図書館に利便性などの格差が生じる。
区に−館なら､もっと大規桜 なものを､今の規模なら､区に複数設置L ,てほしい。
民間になることへの不安があるので詳しくヂﾒﾘｯﾄをどう克服するつもりか説明してほしい。(メリットばかり説明せず)自動車図書
館を続けてほしい｡システム(予約等の)を使いやすくしてほしい｡東京の図書館は10冊借し出しが当然なのに名古屋はなぜ6冊
か？10冊にしてほしい。

図書館をおろそかにしていれば名古屋の文化は良くなることはないと思う
図書館に行って本を選ぶのが好きですので､たくさんの本を並べて欲しい。
名古屋ドームの図書館は地下鉄から不便。高令者には不向き。
全国には､素晴らしい図書館があります。是非参考にしてほしい。

（例)宮城県立図書館仙台にあります､正式名でないかも

駐車場をきちんと確保してほしい。
お金をかけず､気楽に入ることが出来る場であってほしい。
図書館でねている高齢者(？)の方が多くいて､勉強したい人､本当に図書館を利用したい人が利用できないともききます｡今､P

TA用に小学校で親が本をかりれるようになっているので､瀬戸市で行っているように､小学校の図書室を枠を地域住民にまで広
げて解放するのもよいかも､と思います｡各区に小劇場と図書館ｾｯﾄでせっかく整備されているのは維持しつつ､多くの市民が
図雲に入､れ為檸会がえ､貴為上弓に工夫Lて*,島いたいです‐

市内どこの図書館の本でも､予約､貸し出しができるようになったのは良かったと思います｡人気のある新刊は同じ本をたくさん購

入し､ブームが去るとすぐ廃棄になってしまうのは､どうもいただけません｡種類数も必要ですし､資料価値が高いかどうかも判断
基準にしてほしい‐

資料も多く､私は良いと思って居ります。近年丸の内図書の1階とかが工事されていますが､前にくらべて良くなっているようす
には思えないです‐

･豊かな自然に恵まれた環境を取り入れ､読書を通して､心豊かな時間を得られる場となってほしいです。

ことをよく考えて子ども､青年､大人､お年寄と誰でもがくつろげる場を用意してほしいと思います。

・利用者の求めている

・公共機関が恵まれているこ

とは‐同じ税金春払っているのであれば̲非常に生活していく上で､大切なことと思います。

図書館は広域に−つ立派なものズ 《あるよりは各地域。 尋に手軽に利月 できるものがある方がいいと思います。
しっかり勉強している図書館員がおれば他の土地(日本全国)、の方がみえても、自分がどこにいっても必要な図書を利用しやす
い

の

図書館の民間委託は強く反対します。人権､信条､性別､年令等で差別しないことを貫くこと。
本や情報が氾濫している二十一世紀､過去から未来をつなぐ歴史や科学(史)、物語(日本人がつないで来た)がしっかりと傭
わっている場所でありたい盆

今の千種図書館がどうなるのか心配です。近くなるのか､遠くなるのか､現状(場)に新築するのか､図書龍や市からは特に知ら
きれていないように思います．

社会科学系書の購入基準の明確化
本･CDは古い物が多いですね｡新しいものも入れて欲しいです。

音楽CDの数が少ない｡恐ろしく古い。ジャンルもアーティストも数を増やし新しいものも次々入れてほしい。
予約しても人気のあるものは､相当な時間がかかる。人口の割に数が少ない｡（1万人につき1つの図書館があるとよい）
｢構想｣には､横文字が多すぎる｡何を意味するかが分からない。
古い図書館の立替が優先されるべきと思います｡名東､守山､東､北､鶴舞､徳重の6つ利用しましたが東､徳重､観舞には公共
交涌で利用でき他の3つは車でしか利用できませんでした｡立地はとても重要ですので再考をお願いします。
石口屋巾グト仕1王刀､｡．職覇や字砿刀､石口崖巾グM−めっ人'、UJ真醒も露αJ勺ダ、さぜの旬。十こtJW頃1‑1土'U亡いノー石口産叩ブrUノ

町には当時公共図書館がなかったので､自転車で行くことのできた名古屋市の図書館で本を借りようとして断られた居住地差別
の鐸壁寡思い出せばいま楚に贈わたが煮えくり返るので‐

東図書館の様な文化的な複合施設ができてくれたらと思っていた。読みたい本をおたづねすると､ていねいに対応して下さるが
民営化されたらそういったサービスが無くなってしまうのが心配

･動物､植物など詳しく知りたいと東図書館によく行くのですが求めている本が無い。

・各新聞が置いてあるので私は色々と利用

大せて*,らっています←（嬉しい）

調べ物をした時､わからない点を司書が親切に教えてくれました｡また､ない本は､他から取り寄せてくれるなど親切｡今後も正規

の司書を配置して親切に対応してほしい。鶴舞図書館玄関公衆TELの所にホームレス(よく利用する人たちが多いです)のため
に施策を書いた個人の案内パンフがあり､利用している人もいて感謝しています。同図書館では貧困をとりあげた本の展示など
TキキFE1 ̲了い生す‑職昌が萱欲的です‐

千種図書館を利用していましたが､地下鉄の階段が長く､エレベーターを利用すると遠回りになります。

自動車図書館は時間帯

があえばとて中,利用しやすいのですが家からすこし還くて、あきらめています。

いま−番心配しているのはCダイブ館の行方である。民間活★の活用と言われているが､巷間の声ではもっともっとギラギラし
た手,のらしい̲守山館では應止のうわさが雑えないﾍ

とにかく市民の声存聞いて前向きなプランをお願いしたい。

現在、1区1館以上で非常に使いやすい｡新刊は借し出し中の場合があり､予約しても借りられるまで半年ぐらいかかる時がある
ので̲改善LてぼLい‐ネットで予約する場合一個人の登録番号が長すぎる(10桁)ので､もっと短かくしてほしい。

星が丘に図書館ができるなら､千利 図書館は不 冒 では？
何でも民間にまかせないでほしい。司書の方の立場､雇用を大切にしてほしい。
中区にはビジネスパーソンが使いやすい､勤労学生とか､資格をめざす若者にも使える深夜型があると良い。
区毎の図書館を民営化でなく維持して下さい
ﾈｯﾄをふくめ使いやすいと思います。利用サービスの低下につながらないようお願いします。
もっと最新の図書(新刊)をふやしてほしい。
区内での複数設置
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気楽に使えてありがたい。
市民の知識､教養の質を高め､文化都市名古屋をつくるためには､書物･資料の宝庫である図書館が身近なところにあることが

大事なこと。

1〜2万冊蔵書の小ライブラリーをたくさん作ることは賛成､ただし､司書を引き上げ集約統合した大図書館づくり

'マーータ→＝グゴーロ ロ

挙詔、0÷＝厚士両零挙ふ込冷旦舎￥O4z−LI一手孚乏

本ばなれといわれていイ 〉けれど図書館の1 子在で少しは解消できてるんじゃない
CD/DVDなどをふやしてほしい
1時間に1本でよいので､市バスの停留所を近くに設けてほしい。千種図書館はもっと地下鉄･市バスの停留所に近い所に移転
できないでしょうか？

昔から本が好きで図書館を利用しているが昔に比して利用者のマナーがすごく悪くなっていると思う｡うるさい､私語､赤ちゃんを

同行する｡やはり静かに楽しみたい｡その年令になった人に利用してもらいたい｡その分図書館も内容グレードアップしてもらいた
い

依頼すると､希望の図書を､他図書館からも取り寄せて下さるので､ありがたいです。 自動車図書館を利用しています｡今は1か
月半〜2か月に1回程度ですが､月1回になるとありがたいです｡内容も､もう少し充実してほしい。
民間に移行反対千種は階段がきついのでバリアフリーにしてほしい

お話会をしたり絵本､児童書が揃っていて､本の好きな子どもたちを育てようとしている学習室もそれなりに充実している←東区
いつも利用者が多く､頑張っていると思う
･蔵書が少なく､古い図書館が多い(瑞穂は新しいのに狭い､暗い､本がない）

・今は車に乗れるので図書館に毎週行っている

ふぐ去旦謡＝、去些二L手学zL壬侭十浄垂坐をタノ型1国＝士手浄ノナ宗Z

図書館の民間委託はすべて成功ではないと思う。利用者が費用負担できるもの(会議室の利用など)や専門書的なものは中央

図書館で一括しとり寄せるように→今も行なっているがなど公営でも検討することはたくさんあるが､図書館はブックカフェでなくて
良い

各区の図書館の所在が､公共交通機関から遠く､高令者が歩いて利用する場合には不便である。免許証を返納した者には誠
に不便である

名古屋市はとても図書館行政は遅れていると思う。
岐阜(？)に新しく出来た図書館のように､ゆったりとしたスペースで本を楽しめる等､行ってみたくなる図書館があってもいいので
は

｡

我家からは幸い歩ける所に図書館があります｡だけど遠かったら本を借りに行くのもおっくうになります｡分室の形で気軽に歩い
て行ける所に本があると良いです。
･センター図書館一複数の地域拠点図書館(アクティブライブラリーか？）−地域ごとの図書館(コミュニティライフラリーか？）−身

近な簡易図書館(スマートライブラリーか？)の配置構想そのものは良いと思います。大切な事は上(市)からの｢提案→その承
認｣という図式ではなく住民といっしょになった検討を経て｢案｣をつくる姿勢だと思います｡(市民といっしょに案をつくりその案を市
民全佐に程室L̲必雲な修正存加えて市溌会に上程するへ）
j既琶

九乗庭、且昌閥

明旬舍、仏舍匡室利暴膵ﾛ雪さ不』用ししし､句◎Tｬ里凶琶副ﾖI生惨麺9句匡煩ル、Lし、ノニ刀､、むしてソ喀のイしlふ丁

分なスペースを確保し､ゆったり読書を楽しめる雰囲気にしてほしい。あくまでも市の直営にしてほしい｡末端スタッフはボラン
ティアや民間委託をするにしても主軸は市が責任を持って運営してほしい。(気のきいたカフェも併設してほしい。そこは若い事
糞者に任せるなどして）

インターネットで､全体の貸出し状況が検索できるのは､非常によい。
−行政区一図書館は必ず
とても助かっています｡図書館が別でも返却できるのは助かります。夜間返却ポストも便利です｡新書を多くしてほしい。
自宅の近くにあってこそ､利用したいと思うしひん度も塊 す｡図しょ館とはそういう場所と思う。
名古屋市発の『1区1図書館』をぜひ､司書のいる図書館､行って楽しい図書館にしてもらいたい。本を受け取る､返すだけの所
ではないはず

千種図書館しか知りませんが､とにかく古いですね。行きたいとは思えない古さとアクセス悪さです。
市の中央図書館としての役割､強化､充実には賛成します｡又､小学校､中学校に図書館充実への対策を大切にして､書物に接

する楽しい企画を進めてもらいたい。
す

｡

しかし､中央を充実させるかわりに､各区のランク付け縮小､非公営化は絶対に反対しま

司書の充実､増員､正規対応は､教員の面からも機会均等の考え方からもどうしても守っていくべきことと考えます。

nご〜、

'1−IUUノ瀞『国電且固幻､I刑且日しLし、っ◎則しｰ二三千JH1ｰ二三港隆二ソニー1−季。L駆宰幻､〃､ノーか ゾL1』イノィしLOコツ蝿、。

｡

ブロックに分けて､運営していくならば､不公平である。緑区ではH22に徳重､H28緑と最近開館しておりうらやましい限りであ

る。移転改築の計画が撤回された理由をきちんと地域住民に説明するための場を設けてほしい｡現在､名古屋城改築が大きな
話題になっているが､そのために千種図書館の改築が見送られているのならば市民に我慢させて､市長名古屋市の名をとるとこ
ろには反発を感じるアクティブ､ライブラリー館の機能が従来の図書館利用の仕方とうまくなじんでいくには長い時間がかかると
思う

大きい図書館に集約する方向でなく地域にねざした利用しやすい数を考える。
駐車場が狭く､数も少ない。公共交通が不便。 ミニバスや(図書館用)シャトルバスを整備してほしい
すぺての図書館をネットでつなぎ､欲しい本がそこになくとも翌日には届くシステムにし､それらはすぺて公務員が行なうこと。
図書館は市の文化の拠点です｡蔵書を増やす､読書をしやすくするというならいざしらず､減らしていくというのは合点がいきませ
ん

｡

文化を発信する場､各区にしっかりとした図書館をつくっていくべき。A､B､Cタイプはよくわからない。
図書館についての情報があまり市政ニュースなどでも取り上げられていないので､どこの図書館にどんな施設があるのかが全然
わからず､足が遠のいています｡年1回でも良いので､図雷館特集みたいなのがあると嬉しいです。
高齢独居者たちが集まれるような施設にしていくべき､本購入資金も節約できるし他界した後も無駄に廃棄することがなくなるか
ら持ち寄りでも良いのではないか？
CD" ]VDをふやしてほしい｡流行の； ,のではなく名盤､名画といわれるようなものを充実させるといいのでI 上
車時代 、日進市の図書館へも時々参りましたが､広々として良い雰囲気でした｡今の千種は､戦前の鶴舞を思い出させるせせこ

−

。

一

その他 ましさです。
職員の方々はいつも明るく親切に対応してくださいます。

とにかく問題は現代にはそぐわない施設､これにつきます。

4

【5‑1】￨【9】名古屋市政への意見･要望

｜雑草を近くの人達で取りたい図書館の側も気になり取っている。婚活サロンもっと結婚を増して､子供を増してほしい。
名古屋城天守閣の本造化に莫大な費用をかけたのは反対｡更に身障者のためのエレベーターを設置しないのは不公平｡外観や
史実に忠実であることにこだわるより、弱者に耳を傾むけるべき。
名古屋城に､莫大なお金を使わず､図書館の建てかえなどに使って下さい。

基本的には市民とのコミュニケーションをはかる方策に力を入れてほしいと思います｡このアンケートもそうですが､SNStbWebな

民営化に﹁賛成﹂

どのツールの活用を進めて行くことが良いと思います｡何か問題が起こった時は無論､平素からの相互のコミュニケーションを大切
にして下さるとうれしいです。

･ボランティア養成などに力を入れてみてはどうか？

・市職員には､頼れない(頼りがいがない）

･路上喫煙を全面的に禁止してほしい｡妊娠中の通勤時に､いつも喫煙しながら歩いている人の煙をあびてしまい､大変辛かった。
｡飲食店も､全面的に禁煙とすべき。 ・保育園も学区制にすれば､待機児童問題も解決するのでは。 ・暖炉の設置について､住
宅密集地の設置は規制してほしい｡煙が流れてきて､冬場､洗濯物が干せません。

何もかも市民に分るようにしてほしい何も分らない家内は共産党というときらい！

・高齢者より､子どもに手厚い政策を。

そんな分らん家内です｡→これも戦后のアメリ

カの色々な事件のためなのでしょうか？一番正直な日本共産党です

日本共産党(名古屋市議団)の方へ．投票率向上に対する施策を打出すべき。(政策より優先すべき） 先進国でこれだけの低当
票率は我が国だけ。どれだけ市民のための政策であっても、自民一党独裁では戦争は避けられない。 ・党名の変更も必要｡ex
日本共生党

公園の整備にももう少し力を入れてほしいです。

教育予算を手厚くお願い致します。これからも市民の声をたくさん議会に届けて下さい1応援しています
子供が遊べる場所を増やしてほしい。

名古屋城についてあれだけの支出をすれのであれば､もつと図書館など市民の日々のささやかな満足のための地道な活動に費や
して欲しい。

先日、金シャチ横丁に行きましたが､名古屋名物も飲食できて楽しめました。ただ残念なことに城内での金シャチ横丁の東西の移
動の道案内もなく､スマホで地図を調べながら移動しました｡名古屋市内に住んでいる私でも迷うのに､県外の観光客の方外国人
観光客の方は､もっと迷われるのではないかと思います｡案囚表示存していただきたいです。
市民が不便しているのに､名古屋城復元とか､車イス無視とか､市民視線に立っていない市政。

民営化に﹁やや賛成﹂

県と協力してモリコロに総合スポーツ施設を作ってほしい。静岡県のエコパのような施設｡(もともと青少年公園には色々な施設が
あったはず）河村市政をSTOPさせよ！ 団塊世代がいい思いをしすぎ｡次の世代にまわせ。
･ホームレスを中に入れないで下さい。 ・清潔に努めて下さい。 ・耐震性を高めて下さい。 ・子供が安心して自習できるスペース
を広くとって下さい。
子供にやさしい､子育てしやすい街づくり。老人にやさしい街づくり。観光化に力を入れるのもわかりますが､住んでいる人がより
住みやすく､心地よい街になることに力を入れることも必要かと思います。

市民がそれぞれの生活圏の中で､気軽に訪れ､文化的な雰囲気に触れられる環境を整えてほしいです｡子供が自転車で行ける程
度の距離に規模は小さくてもよいので､←(一般害中心でよい､児童書)居心地のよい図書館があってくれるといいなあと思います。

自分達の町を自分達で良くしようという人が非常に少ない。特に名古屋城天守閣木造については税金は一切使うべきでなく寄附
金のみで再建すべきである｡歴史的に見て木造化が無意味でありそれより石垣を復旧､強化することの方が価値があり観光目的
(之女)には別のアイデアを創出すべき

地下鉄のバイアフリー化を進めて欲しいです。階段が多く､車イス､ベビーカーの方には利用しずらいです。東山線いつも混んで
いるので､急行等作って乗る人を分散させる等の工夫をして欲しいです。

学校内の図書をもっと充実させてほしい｡本当にお粗末なので。
覚王山､東山公園､−社など地下鉄の駅ビルを整備して人が集まれるようにして欲しい

利便性の良い所に公会堂を作って欲しいです。但し､公会堂､図書館､保育園､介護施設(デイケァー等含)スポーツ施設等併設
した施設を作って欲しいです。別件(打倒安部政権頑張って下さい）

心象的に共産党･公明党には投票はしないものの､心情的に戦後最低の保守安部政権に批判勢力である御党に頑張って頂きた

い｡旧民主勢力の体たらくには★易する。 ・市政(特に交通局)の赤字体質は疑問だらけ。 ・名古屋城旧の図面通り､復元して欲
しい。(100年経てば重文になる）

年配者向きのサークル､読書セミナー等が､欲しい。健康に生きるための取組が､少ない｡福祉会館は､少しづつ良くなっていると
思う。

名古屋城天守閣にお金をかけるより是非図書館に！お城は今の天守で充分と外から来たお客さんが言ってます｡名古屋城は｢い
いお城｣と評価されました｡多額のお金をかけて迄意味あるのか疑問｡今からではもう遅いですね。
．とにかく事実の共有事実の公表・そこからおのずと結論が導かれる
敬老パスの継続

平成21年度の東山動植物園再プランに計画して撤回(代替なしに)したのは最低｡議員はあまり､市民の生活を考えてないとそん
な人しか選択できない自分含め市民のはどうかと思う｡とめることができるﾄｯブがいたのでは。非常に残念です。

清掃？センス？他府県に観光に行くと､街並み､施設などに違いが感じられます｡残念に思います。木や庭の手入れが不足して
いるのでしょうか？

図書館も耐震が心配なので早急に対処して下さい。

これからも活気ある名古屋市づくりに､河村市長はじめ市議のみなさんに頑張って頂きたいです。
一般的にお役人は箱物作りは好きだが運営は下手といわれてます。そうならない名古屋市政を望みます。

予算の使い方､人件費(市職員)と仕事の出来高(行政)のバランスが悪い。毎週千種区役所に出入りしてますが上記のアンバラ
ンスを感じます
1.名古屋城木造化より現在の城を耐震化し再会をお願いしたい

市民に説明､理解されているか､どこまで把握しているのか疑問。天守閤の件なども同じで､なぜ進めているのか分からない。

市会議員の報酬が多すぎる｡特に政務費は､必要なものだけに与えられるようにすべきである。

自分も公務員だったので､旅費等

は 請求して支払ってもらっていた｡同条件にすべきである
民営化上

そろそろ河村市長は交代していいのでは･ ･ ･。もう少ししっかり市政のできる方を市長候補に出してほしいものです。また､国の
カジノの推進の方向は反対､愛知県･名古屋市には作らないでほしい。

道路の整備。汁谷〜の基幹バス通りのほどうが坂になって(ななめになっていて)ベビーカーでの移動が大変。きれいな街作り
を。名古屋にみりよくが足りないのはキレイな所がないからに思えます。

1

凶晉頤Iこﾔ丁くIこしても地卜翫またI悪日転早で1丁く−とにな念と忠つ刀､、地卜舐ば池の果晁劃iや天腿肘と比へ疋連頁刀､伺いし、日乾

車は歩道は舗装されているようで実はガタガタで通りづらいし､車道は狭くて車も通るから危ないため､どちらにしるあまり行く気に
なれないので､車ではなくより環境に良い､電車や自転車の利用を促すためにも､①運賃をやすくする②歩道を｢きれいに｣舗装す
zへ自主＝奉雪Fロ豊土手−しヘノヱハつ上士一巻ロ−0＝l

』

、＝÷

･敬老パス制度は是非存続させてもらいたい。 ・高年大学の制度は廃止してもいいのではないか｡民間で多くの選択ができる。 ．
文化スポーツ等の施設は各区ごとではなく改良拡充してまとめた方がよい。 ・地下鉄星ヶ丘駅最東出口(名東本通)の階段のエス
カレータ等設置(73段はきつい)。

県図書館のように､余裕のあるスペースの中で､ゆったりと本を読んだり選んだりできたらステキだと思う。
街ろじや草などをこまめにせん定してほしいです内の回わりは多いので･･･お願いします。
くどいようですが､文化的な施設(図書館､コンサートホール、…)の充実を希望します。 目先のスタンドプレーでは､真に住民が
求める方向にはいかないのでは･･･。
①市内の水道管が老朽化しているとの事ですがその予算の面でも､とてつもなく大変との事ですが､お城にばかり力を入れない

で､市民1人､1人の為､是非早くお願いしたいです。②この頃の国会のあり方すごく憤りを感じます｡自民が多数で何もかも野党
は押し切られてしまい､自民は野党を小バカにしてる感が､国会のあり方にすごく腹立たちを感じます。③カジノ絶対反対､大きく
規律が乱れます｡安部さんがトランプに進められたとか新聞で､安部大きらい､うそつき､羽生<んの国民栄誉賞は汚らわしい安部
の手から渡してほしくなかった衛

市民目線に立っているとは思えない市役所(本庁)窓口の対応が悪い
道路を美しくポい捨てを何とかならないでしょうか
教育にもっと目を向けてほしい。学校図書館行政は､新聞記事を読む限り､大変遅れていると思う。専任の司書を配置して､子
どもたちの学びを支援する体制が急務と思う。

なんでも民I 3に任す（ )でなく､7 Tが運営することli :いいことだ。
名古屋城のEV云々： §じる前にもっとすべきことがあると思います。観光客誘致も大事かもしれませんが名古屋市民が住みやす
い環境､まちづくりに； カカをいれて欲しいです｡住みやすい街＝きたくなる街ではないでしょうか
I ・や山刀ロ羽

1−面j画Eノレ可､祠・ロロノ殖澤L幻､睡匡二心 ノ｡

ノ、埋云ユロ／『Lや山エノ白lﾛﾛ白淫L，

渉するもダメ､北側に位置する住民は太陽を奪われてしまった。

IQU＝ノー、邑日画廻国1， 01』1又〃Ieエ

2.固定資産税の値上がり率が大きすぎる。※貴党の政策は大

変良い̲但し蛍名が−組に受け容れ難い̲もっと平易な党名→例.日本国民党とか。に変えたらどうか。
名古屋への観光客への動きが目立ち､市民へのこと､もっと優先するべき事が後回しにされてる気がしてならない。小学校給食の
ひどさ存改善してぼしい、（質をあげてほしい)名古屋メシより一品増やせ！ ！

図書館､児童館を増やしてほしい
この大都市にして､歩道橋の多さに閉口します｡全く弱者にやさしくない街ですね｡さらには､横断歩道も口の字になってなく､．の

字なのでとても不便です｡名古屋城の改修も名古屋にとってはとても大事なことかもしれませんが､もっと市民レベルの日々の生活

向上にも目を向けてほしいと思います｡ついでに路上駐車もとても多くて驚きました｡市民の意識が低いのか､警察が甘いの
か・・・？とにかく車偲先？のような気がしてなりません．

･迅速な対応も大事だが､中､長期のビジョンも提起してもらいたい｡そのことで､今の負担や不満が小さくなるのでは？

・ボラン

ティア春もっと活発化してほしい。

東山線の地下鉄はずいぶん前に開通している。従ってエレベーターか､エスカレーターを設置していただきたい。
図書館本来の文化レベルを維持し､それ以外の文化活動や諸サービスは不用｡もっと静かで環境を保ってほしい。
新しい名古屋城にエレベーターはなくてもよい｡その分お体の不自な方が街を不自由なく行動できるようにして下さると､よいと思い
ます
石白昼昌瓢UJ垣丹淫、参観UJ砂Z垂琶1史つL1丁つ事釆喧9．元J拠しﾉ二暁1‑1.,m崖日匡七刀､兄子喀琶句や駆喀のつLI悪しし､。釘P早箏臼Uﾉﾉｺ

も車椅子で見学できるよう是非エレベーターを設置してほしい｡エレベーターに替る何らかの方策があるように市長は言われるが、
現時点で明言できない内容では承服できない｡数日前市役所前を通ったとき､身障者の方々が声をからしてエレベーター設置を訴
えておられた李に̲なぜ市長は耳寄傾けないのか1

1

市民の声を聞いてくれる市政であるべき､新しい名古屋城にエレペターがなく､いったい誰の市のシンボルだ！

図蕾箙にしても、

区民の声弄聞かずに̲いつになったら̲市政に耳が出きるのか？共産党市議団のみな様がんばって下さい！
名古屋城木造化に疑問｡−度焼失してコンクリートで建て直したのも歴史である｡ムリに押し通すような事ではない。資金の集まり
具合脊貝て̲サグラダファミリアみたいに100年かけて建て直したらどうか。

名古屋に来て､1年たちましたがとても活気があり､面白く､便利な街だと思います｡これからも頑張って下さい。
お城のことは色々取りあげられるのに図書館は大切にされていないと常々残念に思う｡観光する場所や買い物する場所を整備す

ることにエネルギーが向きすぎている暮らしやすい安全な都市づくりも大切かと思う｡例えば学校の老朽化とか。地霞が起きても
堂棒に辞銭が下去なかつf‑Ljす為(藻いか畠ﾉｰか古いから）地下鉄のエレベーターも少ないし不便

名古屋城のエレベーターなしに建て変えること､市長はいっているが､足が悪くなった者には､エレベーターを付けてほしいです。
攻育にお金をかけなさすぎです。図書館は年令に関係なく使える施設です｡駅近くに分所をおくなど､返却や予約本の受け取りが
重利になるよう考えて欲しい｡他県から引越して来るととてもよくわかります。
ロ傘叩ｴ巴刀謬貝Uﾉ鞄師IみI旦弄ロリI−bとLtj色L七面し､竺亡1.,餌』1十瓦』ﾉ二こ諺し､季9リノピ、認頁子こてj垂具云さ具α』句UﾉElpJp寸1−t □し

<はそれに先立って)自らを含む市議を責め､報酬の返納を(返納分を千種図書館の為に役だてるという条件つきでもいいので)率
先Lて准めて下さい‐

名古屋城に税金をかけないで､子供の貧困対策(子供食堂､医療費中学まで無料､教科書無料配布等)や災害対策､老人ホーム．
ヘルパーさん確保に力存入れてほしい、

･当面､名古屋城の木造に､作りかえる､どうして今､そんなこと考えるかわからない。今､立派に建っている､わさわさ？こわして

木造にする､税金の無駄使い。もっと市民の為になる使いみち､考えてほしい。

・東山動物園土、日、駐車場遠くから来て待って

い馬車一多い̲考えてぼLい̲子供づれで可遷想です‐

名古屋城天守閣改築反対

給食､保育園等も民間移管が進み､多くの問題が起こっているのに､市は無関心過ぎる。
コスブレサﾐｯﾄに市長方が参加する意味がわからない｡減税効果がなかったとわかったならやめた方がよい｡市民サポートを企
業･裕福層サポートよりも傷先してほしい．

今､名古屋城を復元しようと計画しているようですが､いまさらながらの復元では元に戻る訳がありません｡どうせ中途半端なのだ

から､バリアを作ってはいけない｡誰でもが登城できような仕様にする必要がある｡エレベター可。今のままで良と思っているので
寸力f−伺舗計白なので1 ‑上弓が？

市がうえる､うえ木年に一回の手入では雑草で､どうにもならない､年に2,3回にして
国保､介護保険料で､合わせ35000円／月も払っている。年金暮しの私にとって､とても大きな負担です｡改善して下さい。
最近の名古屋城のエレベーター問題等､弱者の立場に立った市政がなされているのだろうか蕊表向き(対外的)な評価ではなく､住
民の住み良さ寄箪一に考えて欲しい。

2

現市長の忠いつきでSLや城の木造計画とか､名古屋城周辺の飲食店とかやっているけど､観光地として名古屋をアピールするの

はちよっと無理っぽく思います｡それよりは住み良い名古屋をつきつめてもらった方が住民としてはうれしい。学童保育の運営を市
で責任をもってもらいたい｡トワイライトスクールなど学童つぶしをねらってはいるのだろうけど､トワイライトではなく､どうしても学童
でないと困る親も多い｡せめて指導員の給与は補助金でなく､全額市より支給してほしい｡学区によって学童保育の質に差がある
のは子供にとってかわいそうです｡

保育園､スポーツセンター､そして今度は図書館と､どんどん民間委託してしまうのは､無責任だと思います｡福祉の分野は特に市
が責任を課たすべきです。
整備され､良くなっている様に見えますが､はばよせされた部分があるように思います。良い未来とは消してごまかして､ちょうじり
合せをするのではなく､今までのすべてを調合､調せつしていく事が､先の未来につなげて行けるのではないでしょうか。
教育には力をいれてほしいと思っています。その為にも早く千種図書館の建て替えを行ってほしいと長い間希望しています｡政党
間で協力していってほしいです。
図書館にしろ､市役所､文化会館等公共施設は､居心地さえよければ､人は集まり､活動できるものだと思います。市民の求めて

いること､心に響くことを､先導していく様､新しいセンスを積極的に取り入れ､又古くからの良い物を取り入れ市民を良い教養に結
びつける様､誘導していく高い見識を持って市政に向かって頂きたいです。
名古屋市民になっておよそ50年､図書館のみならず､保育所､病院etcいずれも利用しづらく苦労してきました｡そんな暮しの中で

敬老パスは日々本当にありがたく､少ない年金を補うものとしてなくてはならない存在です｡次の時代をになう若者や子供たちのた
めの教育予算(給食､学費補助など)､そして我々老人の安らかな老後のためにも国への働きかけと合せて予算についても期待し
ています。

通常の千種図書館利用でなく､鶴舞､東とかにいって､本を利用することもあります。
教育内容が人権が大事というわりに保守化し権威主義的になっている｡道徳の評価はやめるべきた。名古屋城の建設にお金を
使いすぎである｡反対

市税を増税してでも､文化事業や環境対策事や企業活動が活発になる施策をして下さい。
市溌会溌員を区単位でなく､全市単位の選出の溌員選挙制度の実現を要望します。

とくに環境問題､教育問題､福祉問題は全市

的Fとでショ。
焼失した木造名古屋城を知っている人はほとんどいなくなっていると思います｡鉄筋の城を経て木造化する意味は薄いと思いま

す｡｢市民感情｣を満足させるために少なくとも500億円もかけることはないでしょう｡照明と防災設備は設置するのでしょうからエレ
ペーター存詔清しない理由はありません‐木浩化撤同しかないように思います‐

市長即時辞職すべし
刈干T底I訳仕仕甲の扁翠かせさのかき有え Lい色。百

まま、以さ這り＝て才Lで匡弄垣座さ侍旬。

−

たの'二、凶置頁目這りと

小中学校耐震工事の大事なことは先延ばし｡恐ろしい人間だ｡きたない名古屋弁の男

名古屋城天守閣の木造化はやめてもらいたい｡費用は誰が負担するのでしょうか。
敬老パスの拡充を。
市内どこに居住していても､同じような公的サービスが受けられるように｡(公正な市政)…今の敬老パスの拡充のような要求に応
える。市役所の職員のやり甲斐が持てるように､待遇をきちんと充実｡多忙の中で疲れ切っていては､いい仕事はできません。
名古屋城に税金かけ過ぎ！ ！
カタカナ標題は止めてほしい→日本語で表記すべき
障がい者を名古屋城から閉め出し､市職員をヘイト攻撃し､わけの つからない減税で行政サービスを低下させる歴史修正主義者
の市得穿粂久;自約1．で下大いおんな市尾がのさばっているから‐ ： i古屋市が｢行きたくない街No.1｣の栄冠に輝くのです。
図書館をはじめ､教育に全く力を入れていない市政に憤りをかんじる｡名古屋城などの目立つ所ばかり良くしても将来の市民として
の子どもの教育に力存入れていない市政は根本から見直してほしい。

生活に困窮している市民はますますたいへんな事になってゆく格差社会が進んでいっている気がする。

「食｣にしても｢生活全般」

にしても切りつめ切りつめギリギリでがんばっていて．図書館など､ホッとできる場所まで近くから失われてゆくのはつらい。

名古屋に来て54年､その頃は鶴舞と熱田しか図書館が無く(私のふる里長野県岡谷には5万人の町でも図書館が有って艮<利用

した)大都市名古屋市政に疑問を感じた｡しかしその後各区に図書館ができ利用させてもらています。今後も市民の立場で図書
館行政券行っていただ声たい！

.この構想の時､バフコメを募集していたので応募しましたがどのように役立てているか知りたいです。

・天守閣木遣化に反対､賀

用が高すぎます｡EV問題で障がい者の方たちの要求を支持します.国保科､介誼保険料があまりにも高すぎます｡もっと安くして
ほしいです。 ・各区保護係に警官OB1名を配置し､現在､16区のうち11区に配置されています｡費用は市負担します｡→年間全
体で4170万円ほど福祉職場に犯罪の専門家である警官OBは不要です｡この費用があれば､生活保護ケースワーカーを増員
して80:1になるようにして下さい。※このアンケートの〆切日が書いてないので説明する時､困りました。 〆切日を記入すると良
かつ存です‐

ライブラリー構想をすすめるにあたっては､我々にもっと情報公開を､我々も自分の問題として考えや意見･提案をしていかなけれ
ぱと思っている‐そのためにも､世論づくりも大切である。 この点では市議団の力をお借りしたい。
河村市長は名古屋城の木造再現に500億円もの無駄使いをするよりも､市民の知る権利を守るためや子どもの読書習慣の函養

のために､図書館の充実を進めるべきである。また､障害者の支援のためにも､名古屋城にエレベーターを設置しない方針を改
め‐図雲館など公共施謡のバリアフリー化寄図るべきである癖

市民税5％減税は反対です。理由わずかな数百円の減税が､こういった､民間委託を生む､子育て､市のサービスが立ちいか
なることであればすぐに̲5％減税は止めて下さい。高収入の方からはそれなりに徴収していただきたいです
市民のための巾I収をしてはしい・例えIま、石百塵醗琶不垣にす｡恋と、必安刀､ない

'二お宝ざ刀､1丁旬。廟明り閉元と刀､、−司jW正釆

のために県､市がお金をかけているように思う｡全国的に見ても教育費が少なく､給食費など無料にするなど､未来に生きる子ども
だちにお金をかけるとか､市民が文化を楽しめる劇場というか集会などもできる多様な形で使える会場がほしい｡どんどん無くなっ
でぃ旬でぃ系の寡一市しI ̲TI士〆弓考量でい為の搾る弓か‐市毘の文化諾動'三羊

っ」･力穿入れ易べきだと思弓←

敬老パスは､70才開始でもいい。(税負担が重い）税金が高すぎる医療費を削減すべき｡介ご保険も高すぎる｡もっと税負担を
{E<Lてぼしい‐

･地下鉄桜通線名城線を､いつでも5分間隔以内で運行してほしい。バスの本数もふやしてほしい
学校図書館に学校司書配置について。横浜市では500余の小中学校すべてに2012年よりの4年間で学校司書を全校配置した

と聞く｡学校図書館法改正(2014年)もあり地方公付税が措置され､行政がその気になれば実現できることは明らか｡名古屋市に
おいては遅々として進んでいない｡現在の1年16校のペースでは全校設置に20年以上要する。学校司書は職務内容で多くを求
納屋勿墨が属性;里仕坐蘂下読星一尾住の堂赫園塞鑓軽輻士､大LIたぷ畠裁害ｵ〒i酌の倉握寡固る黒い‐

図書館は必要です｡存続してください。

天守閣にエレベーターを設置してほしい福祉制度を充実してほしい
カラス対策をしてください。
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巡回図書も｢知る人ぞ知る｣ですが､もっと宣伝したらよいと思います。 職員さんの奮とうで成り立っていますが､雨天対策､強い日
照り対策など､くふうできないでしょうか。

城の木造必要なしエレベーターをつけないのは障害者ばかりでなく高令者も利用出来ない
あらゆる方面で民営化していることに反対です
･河村さんは、自分の興味のあること(名古屋城など)だけ一生懸命で､市民が必要としていることに目を向けていない
木造名古屋城をつくる前に､交通事故死ワースト返上のための真しな信号系統の見直し等､今すぐ必要なことをまずしてほしい。
図書館

かつて千種図書館を東山公園の駐車場あたりに改築する計画が､市の広報に戦って大変期待していましたが､河村市長になった
とたん̲沙汰やみになりました｡現市長は減税一木造天守のバカのひとつ覚えで､市民の生活感覚とは大きく離れています。
河村市長の自分の信念はまげない！というのはある意味すごいとは思う｡その反面､市民の意見がどれだけ反映されているのか

不安にもなる｡又市議についても自己利益のみの活動では？と思う議員もいるのでしっかりはっきり意見を言えるよう勉強もしてぼ
しい

開館時間を繰上げて欲しい(9時からにらに)。
集中方式の給食は安全面で心配です｡自校方式で小･中の給食を続けて下さい。
市が決めてそれを実行する過程で市民の意見が十分反映されていないような気がします｡例えば名古屋城の本丸御殿や天主閣

の木造化では｢決定ありき｣で市民の意見が慎重に､検討されているとは思えません｡(お城は敵に攻められた時の｢最後の拠り

所｣として防御の工夫がいっぱい施されている所です｡その観点から御殿や天主の木造化ではなく､｢櫓や塀の復元｣が優先される
べきと考えています｡又､現天主閣建設時に寄付をした方々やバイアフリーにした方々の気持ちについて顧慮されていない事も気
になりますへ）

名古屋城に使うお金を他に使ってほしい。
地下鉄の駅構内､車内がとにかくうるさ過ぎる｡不要なアナウンスや広告映像､エスカレーターの注意放送､発車ベルの音盆etc。

これではストレスが増すばかりである｡東京､大阪はもっと静か。

これは−部路線で民間委託されているからなのか？市政で−

番思うことは‐地下鉄のうるささである愚

市長独段で市民優先でない。

これから高令者が増えていく中名古屋城のエレペーターは必要大阪の地霞をふまえ､全ての公共

建物の耐霞化存地域の石ベイーブロックペイの耐震化の支援を増やすべき

名古屋城の木造建設はやめよ。
･敬老パスが大変ありがたく､動き方が軽くなります｡継続して欲しい。

・市民病院にもお世話になっていますが､時間がかかるの

が大恋・循蜜バス←助かっています̲利用者多くない時間でものってるのが1人でも大切です。

名城のエレペーター不設置とか防災対策もとらないで進めるという､ありえない話。いったい誰のためにたてるのか？学者のた
め？私たちの税今だ1

1

ありえない！

！

！

図書館を充実させることが税金の無駄使いだとは思えない司書の採用もこの数年無いようだが､このまま減らしてしまったら栗務
寡つげ鳥人がいなくなってしまう‐その時になって̲どうしようではすまされないと思います。
とプレL七浬目ご訂し句、ご訂しノニし、、て

"ひ叩以刀､劃αノロ呵しっ小ソビヲ卿､、和物學曄 晒醒ﾌ西.'し畢玩U‑l隼亘J洪喀ご季上

U，ごロU,炉卿、E

なくても､静かに穏やかに安全な市民生活ができることを願います｡元々、中小企業の多い地域を大事にして､小さな工場やお店
がやっていける町にと願います｡もっと公営住宅を増やし､市民が集える場所が､減ってしまっているので､学習センター､運動ので
きるセンター､集まってワイワイできる､歩いて参加できる場をいっぱい造ってもらえると地域もにぎやかになるのでは…と思いま
す｡そして名古屋市から軍港にしないためにも(港も空港も)非核､平和都市宣言を提案していってほしいです。名古屋市からも小
鈴墾塞r直11一念+IT白播咲撞田左輻丞I −TI−W←ﾅ含去士い

市長は､何とかという歌手グループの｢選挙｣の当選者のパレードをやるとか､そんなことよりもつと地道な福祉の充実､待機児童の
Ｊイ

鯉消ﾉｰか雷点にすぐ◇にやってほしい．
Ｐ ｒ と 男

h古屋城の木造化などのハコ物に頼らずｿﾌﾄ面を充実させ本当に住みたくなるマチ作りを望みます
7民の為のビジョンをもっているのは御党のみ｡あとの政党はあてにならないです｡しかし共産党がしっかりしていれば､他党も政
帯で−致す馬占で共彌の歩調存とるということになっていくでしよう蕊

市民のための税使用をすべき。市長の趣味的なものはいらない｡木造天守閣は今はしなくていい民宮化でない市の貢任で市宮
l .でい<E上が大切←

千種SCの施設管理者が能力不足。

今､日本は民主主義の危機だと思います。名古屋から何が出来るかわからないけど､共産党の皆さん､何とか頑張って下さい！
将来を見据えた街造りをしているとは思えないようなことを展開している｡少子入口減少化していく前提で今､財源があるときにやる
べ去Fj･寡や民ないのi士墨政一市政閏係者たちのイメージが省困す誉る‐

天守閣の木造復元はまったくナンセンス

民営化は無回答

国会でも市識会でも､議席の3分の1くらい共産党が占め<くらい､市民意識が変わるといいですね。
お城にばかりお金をかけないで図書館建て替えとか高齢福祉を充実させるとかしていただきたいですそれには敬老バスを値上す
畠ルか‐ （髄域上ってお主Lj伸費ない不公平*,おるので)年上り*,少しは角*日すべきだと思います

なぜ､市民生活の豊かさの基本的指標の一つである文化施設､図書館があれほどひどいのか･･・名古屋市はリッチだと聞いて他

県から引越してきたのですが､人､子育て､教育にお金をかけないのかなと…←今からでもばんかいしてイメージを変えてほしい
です0

図書館に出向いて行く元気がございません

ユースホステルの跡を動物園などの駐車場にしてはどうか？遠方からこられる方が助かる？
名古屋城の木造化には､反対です。耐震補強だけで良い｡エレベーターも無くすというし。
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