
モノコトラボに寄せていただいた意見

№ 対象諸室 意見内容        
1 全体 いろいろイベントをしてほしい（30代）        
2 全体 改修費11億へぇ～！（50代）   № 対象諸室 意見内容
3 全体 体が動かせる場所がほしい（30代）   42 図書館 親子で過ごしやすい本の空間があると良い（20代）
4 全体 コンビニがほしい（20代）   43 図書館 琴浦町内の飲食店の紹介（研修時に利用）（30代）
5 全体 ここから暮らしの哲学がはじまった（20代）   44 図書館 静かな図書館はどこにいってしまうのか（50代）
6 全体 授乳スペース、ベビーベッドがほしい（40代）   45 図書館 たくさんの本があっていいですね（10代）
7 全体 トイレに幼児用の着替えスペースがほしい（40代）   46 図書館 小さいときプーさんの本を探していた（20代）
8 全体 トレーニングルームがほしい   47 図書館 図書館に飲食ができる場所がほしい（20代）
9 全体 日本海をゆっくりながめるのは最高（40代）   48 図書館 図書館に汽車を眺めるスペースと関連本を置いてほしい
10 全体 箱モノでイメージを変えるのではなくソフトが大切   49 図書館 図書館に自動販売機（10代）
11 全体 防犯を兼ねたコンビニがほしい（30代）   50 図書館 図書館にマンガコーナーを！（10代）
12 全体 レストランがほしい（10代）   51 図書館 図書館はゆったり本を配置
13 交流スペース 0歳から100歳までくつろげるスペースがほしい（40代）   52 図書館 福祉関係の本が欲しい
14 交流スペース 駅や汽車、バス、迎えの車が見えるようにしてほしい（10代）   53 図書館 マンガ図書館をつくってほしい
15 交流スペース おもちゃがほしい（10代）   54 図書館 マンガに特化したオーナーを設置してほしい（40代）
16 交流スペース カップラーメンの自販機がほしい（10代）   55 自習室 壁一面ホワイトボードの自習室がほしい（10代）
17 交流スペース 気軽に人が集まれる場所がほしい（40代）   56 自習室 試験前、期間中は自習室利用者が増えるので自習室は大切（20代）
18 交流スペース 汽車の運転時間まで開館してほしい（30代）   57 自習室 自習室とおしゃべりコーナーは区切ってほしい（10代）
19 交流スペース ゲームができる場所がほしい（10代）   58 自習室 自習室にPCコーナー（プログラミング教室）（20代）
20 交流スペース 景色がよくてお茶ができる場所がほしい（30代）   59 自習室 自習室をもっと広く、窓に向かって自習をしたい
21 交流スペース 子どもも大人も楽しいと思える場所がほしい（40代）   60 自習室 自習スペースにコンセント（20代）
22 交流スペース 自動販売機があったらいい（10代）   61 自習室 もう少し机と椅子がほしい（10代）
23 交流スペース くつろぎながら宿題ができるところがほしい(10代）   62 遊び場 雨の日に小さい子どもとゆっくり過ごせる場所がほしい（30代）
24 交流スペース 談話コーナーに消しかすが捨てれるゴミ箱がほしい（10代）   63 遊び場 子どもが走ったり大きな声を出してもいい場所がほしい（30代）
25 交流スペース チャレンジショップスペースがほしい（30代）   64 遊び場 子どもたちが普段から遊びにいける場所がほしい（40代）
26 交流スペース 昼食を食べるスペースがほしい   65 遊び場 全面やわらかい素材の部屋で子どもに安心安全な場所（30代）
27 交流スペース ちょっとおしゃべりする場所がほしい（60代）   66 創作室 地域のすご技コーナーがほしい（10代）
28 交流スペース テラスで本を読みたい（30代）   67 創作室 陶芸教室が継続できる施設・用具の保持・更新をしてほしい（60代）
29 交流スペース トイレにおむつ替え用のベットがほしい   68 創作室 ものづくりができる場所がほしい
30 交流スペース 友達と勉強したり、遊べるスペースがほしい（10代）   69 多目的ホール 透明で防音の壁などで仕切ったスペース（音楽室）40代
31 交流スペース 人目が気にならない勉強スペース（10代）   70 多目的ホール ホールに舞台控え室があると良い
32 交流スペース 一人くつろげる、みんなで遊べるところがあったらサイコー（10代）   71 茶室 茶室を残してほしい（10代）
33 交流スペース 昼間の洋裁教室で学びたい   72 茶室 日本の文化を残してほしい
34 交流スペース 勉強しながら楽しくおしゃべりしたい（20代）   73 和室 和室はなくさないでほしい（50代）
35 交流スペース まなタンで習い事がしたい   74 ハイビジョン DVDや映画が見たい(10代）
36 交流スペース みんなでお話ができる場所がほしい（10代）   75 ハイビジョン シアター室で持ち込みのDVDがみたい（20代）
37 交流スペース みんなで宿題をしている風景が好き（20代）   76 アプローチ ワクワクするような入口がほしい（40代）
38 交流スペース 夜に作業できる場所がほしい（20代）   77 駅前 駅から連絡通路がほしい（50代）
39 交流スペース 和室をフロアにしてオープンスペースに！（70代）   78 駅前 駅に時計がほしい（10代）
40 交流スペース 情報の集約と発信をしてほしい（70代）   79 駅前 駅前広場に駅前周辺の店舗を紹介する看板があるとよい
41 交流スペース 気軽にしゃべれたり飲食をする場所をつくってほしい（90代）   80 南北通路 南北通路はエレベーターがなく高齢者には利用しづらい
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建物全体への主な意見

・日本海をゆっくり眺めるのは最高
・授乳スペース・ベビーベッドがほしい
・レストラン・コンビニがほしい
・ここから暮らしの哲学がはじまった
・体を動かせる場所がほしい

交流スペースへの主な意見

・子どもから大人までくつろげるスペース
・景色が眺めてお茶ができるスペース
・おしゃべりができる場所がほしい
・勉強もおしゃべりもできるスペース
・いろいろな自動販売機がほしい
・チャレンジショップがあれば
・気軽にしゃべれたり、飲食ができる場所
・気軽に集まれる場所がほしい
・汽車やバスが施設内から見えるように
・情報の集約と発信をしてほしい

機能部への主な意見

・図書館で飲食できる場所がほしい
・マンガに特化したコーナーを！
・親子が過ごしやすい本の空間
・静かな図書館空間
・自習室しやすい空間（仕切り、コンセント）
・海を見ながら自習がしたい
・壁一面がホワイトボードの自習室
・子どもが気兼ねなく遊べる場所
・ものづくりの場所
・透明な壁の音楽練習室

駅・駅前周辺への主な意見

・ワクワクするような入口
・駅からの連絡通路
・駅前広場に周辺の飲食店の紹介看板
・南北通路にエレベーター

モノコトラボの意見
割合


