
アンケート用紙配布 ：２０１７年１月２７日～３１日

回収枚数 ：168枚

平成２８年度

利用者アンケート結果

青梅市青梅図書館



I.回答者属性 Ⅱ．図書館の利用について

性別 (名) ①来館頻度
男 女 無回答 計

64 99 5 168

②来館目的

年代 (名)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答 計

4 5 14 25 27 51 42 0 168

お住まい (名)

市内 西多摩 飯能市 入間市 その他 無回答 計
165 0 0 1 1 1 168

④今回の滞在時間

職業等 (名)

主婦（夫） 会社員 無職 自営業 公務員 学生 その他 無回答 計
54 36 33 12 8 4 19 2 168

③資料の検索方法

⑤青梅図書館以外にほかの青梅市図書館も利用していますか
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アンケートは、1月27日（金）～1月31日（火）の開館

時間（9:00～17:00）に実施し、168枚の回答を頂い

た。 

各属性については以下の通りである。 
 

 来館頻度に関しては、資料の貸出が15日間のため

“週に1～3回程度”と“月に2回程度の利用”が多く

なったと推測される。来館の目的として、“資料の貸

出・返却”が多いこともあり、滞在時間は“30分未満”

と回答した方が多かった。また、次に”図書の閲覧”

が多い回答であった。 

 青梅図書館は、40代以上の方の利用が多い傾向

にあると考えられる。 
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Ⅲ．各項目の満足度について

①大人向けの本の品揃え (名) ②子供向けの本の品揃え (名)

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 満足 やや満足 やや不満 不満 わからない

42 73 30 6 7 16 26 5 1 93

③調べ物の資料や地域資料の品揃え （名） ④新聞・雑誌の品揃え (名)

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 満足 やや満足 やや不満 不満 わからない

21 43 19 3 64 27 43 28 6 46

⑤調べ物の相談 (名) ⑥開館日、開館時間 (名)

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 満足 やや満足 やや不満 不満

38 24 1 1 84 107 35 11 1

⑦スタッフの対応・マナーについて 総合的な満足度 (名)

満足 やや満足 やや不満 不満 満足 やや満足 やや不満 不満

139 17 1 0 69 76 9 1
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質問項目の中で、“不満”、“やや不満”が最も多かったのは「④新聞・雑誌の品揃え」であったが、総

じて多くの方から“満足”または“やや満足”の回答を頂いた。特に「⑦スタッフの対応・マナーについ

て」については、満足であった回答が99％であった。 

なお、「総合的な満足度」では94％の方から“満足”または“やや満足”の回答を頂いた。 

 

(名) 



Ⅳ．図書館サービスについて

利用したことがある 利用したことはないが知っている 知らない 利用したことがある 利用したことはないが知っている 知らない

60 54 51 (名) 31 59 75 (名)

③予約本の連絡方法について
電話連絡 メール連絡 連絡不要 利用したことがある 利用したことはないが知っている 知らない

65 44 49 (名) 5 14 143 (名)

指定管理者制度について

①指定管理者制度についてご存知ですか？

知っている 知らない 知っている 知らない

83 73 (名) 66 89 (名)

※自治体が公共施設の管理・運営を民間企業や
　団体に委託する制度のこと

②青梅市図書館は、TRC青梅グループ
（代表企業：㈱図書館流通センター）が運営している
ことをご存知ですか？

①インターネットで本や雑誌の予約や、借りている
本や雑誌の延長ができることについて

④ナクソスミュージックライブラリーについて

②図書の予約の際の「セット予約」について
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質問の中で、知らないがもっとも多かったのは「④ナクソスミュージックライブラリーについて」であった。

2016年度途中からの利用案内であったこともあり、認識があがらないかったと考えられる。今後は更なる

周知に努めていきたい。 

「①インターネットで本や雑誌の予約や、借りている本や雑誌の延長ができることについて」「②図書の予

約の際の「セット予約」について」は便利なサービスであることから、都度利用者にお声掛けしていきたい。 



大人向けの本の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内40代女性主婦(夫） 満足 読みたいなと思うものがあるから。
市内70代以上男性無職 満足 調べ物に必要。
市内40代女性主婦(夫） 満足 足りない物は他館から取り寄せられるので。
市内60代女性自営業 満足 読みたい本はほとんど手元に届いたので。
市内30代女性主婦(夫） やや満足 全体量が少ない。
市内70代以上男性自営業 やや満足 リクエスト結果の品揃えかもしれないが…
市内20代男性会社員 やや満足 10数年以上前に刊行された書籍がある為。
市内60代男性無職 やや満足 理由は他館よりリクエストが可能なので便利。

市内60代女性会社員 やや満足
おもにインターネットで調べていますが、興味深いものもありますの
で。

市内60代女性主婦(夫） やや満足
希望した本が蔵書にない場合、借りるのに時間がかかりすぎる。人
気のある本ならば購入してほしい。

市内70代以上男性無職 やや不満 もっと品揃え欲しい。
市内60代女性主婦(夫） やや不満 読みたい本がない時が多い。
市内70代以上女性主婦(夫） やや不満 希望する本がすぐにはない。
市内60代男性公務員 やや不満 最新技術工学分野不足
市内60代女性会社員 やや不満 外国のミステリーの文庫本が少ない。
その他60代男性会社員 やや不満 作家の品ぞろえが少ない。
市内60代男性無職 やや不満 病気の本を探した時、古くて少なかった。
市内50代女性主婦(夫） やや不満 新刊が少ない。

市内40代女性自営業 やや不満
人気のある本は複数購入しているが、テレビ・雑誌で取り上げられた
ような本はあまりない。

市内40代女性主婦(夫） やや不満 人気の本の予約がなかなかまわってこないことがある。
市内50代男性会社員 不満 新書が少ない。
市内60代女性主婦(夫） 不満 本が少い新着本がない。

市内60代女性主婦(夫） 不満
市内の他館に蔵書が分散している。活字の大きさなど手に取ってた
しかめたい時などもあります。絶対数が少ないように思います。

市内70代以上男性無職 わからない 文学など読まなくなった。雑学的な本を利用。

図書館より

いつも青梅図書館をご利用頂きありがとうございます。
ジャンルに偏りがない資料を選定しておりますが、年間の予算に上限があり、その範囲内での購入になります。ま
た、人気の新刊本は予約が多く、購入をしてもすぐに棚に戻らないため、ご不便をおかけいたします。ご理解の程
宜しくお願い致します。
市内には図書館が１０館ございますので、青梅図書館に所蔵していない図書につきましては取り寄せができます。
ぜひご利用ください。



子供向けの本の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内40代女性主婦(夫） 満足 足りない物は他館から取り寄せられるので。
市内10代女性その他 満足 色々な本がそろっていてよみやすい。
市内30代女性主婦(夫） やや満足 全体量が少ない。

市内40代女性その他 やや満足
新し本がもう少し多いとうれしい。恐竜の本etcは少し内容がふるい
ので。

市内40代女性自営業 やや満足 ライトノベルを充実させてほしい。
市内70代以上男性自営業 やや満足 リクエスト結果の品揃えかもしれないが…
市内50代女性公務員 やや満足 総合的に、床面積が限られている中でこのように思っています。
市内70代以上女性主婦(夫） やや満足 無くてもよいと思う本まであり、混み合っている。
市内40代男性会社員 やや不満 英語の本がもっとあると良い。

市内50代女性主婦(夫） やや不満
仕方ないことだが季節ものの絵本等読み聞かせたくても出はらって
いる。

市内60代男性無職 不満 もっと見たい。
市内40代女性主婦(夫） わからない 子供がいないので。
市内60代女性会社員 わからない 子ども本利用はほとんどしないので。
市内70代以上女性主婦(夫） わからない 子供向けは見たことがない。
市内70代以上男性無職 わからない 話題になった本を読みたいと思い利用することがまれにある。
市内60代男性無職 わからない 調べた事がない為
その他60代男性会社員 わからない 借りないため
市内50代女性主婦(夫） わからない 利用しない。
市内40代女性主婦(夫） わからない あまり利用しない。

図書館より

いつも青梅図書館をご利用頂きありがとうございます。
ジャンルに偏りがないように資料を選定しておりますが、年間の予算に上限があり、その範囲以内での購入になり
ますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
市内には図書館が１０館ございます。ご希望の図書が青梅図書館に所蔵していない場合につきましては取り寄せ
もできますのでぜひご利用ください。



調べ物の資料や地域資料の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内40代女性主婦(夫） 満足 見たいものがあるから。
市内10代女性その他 満足 色々な本がそろっていてよみやすい。
市内60代男性無職 やや満足 ないモノなナイ。
市内70代以上男性無職 やや満足 必要な本が無い場合が時々ある。

市内60代女性主婦(夫） やや満足
必要とした資料が蔵書にない場合あり、手元に届くまで時間がかか
る。

市内50代女性公務員 やや満足 発行時期の古い資料もあり、特にPC関係、刊行関係に散見。
市内50代女性公務員 やや満足 総合的に、床面積が限られている中でこのように思っています。
市内60代女性主婦(夫） やや不満 少ない
市内70代以上男性自営業 やや満足 工学系の専門書が少ないかと。
市内50代女性会社員 やや不満 探しているものがなかなかないことがある。
市内70代以上男性無職 やや不満 対象資料の絶対的な不足→本館へ通う。
市内60代女性主婦(夫） わからない 利用した事がない。
市内40代女性主婦(夫） わからない あまり利用したことがないから。
市内40代女性主婦(夫） わからない あまり利用しない。
市内30代女性主婦(夫） わからない 利用したことがないので。
市内60代男性無職 わからない 調べた事がない為
その他60代男性会社員 わからない 借りないため
市内70代以上男性無職 わからない 中央図書館や市役所を利用（官報.etc）
市内70代以上女性主婦(夫） わからない 必要ない。

図書館より

中央館に比べ、分館図書館の当コーナーは規模が小さく、ご不便をおかけしております。
青梅図書館で不足している資料につきましては取り寄せることもできますので、ご入用の際にはカウンターのスタッ
フへお声掛けください。



新聞・雑誌の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内60代男性無職 満足 中央より少ないが、大体ある。
その他60代男性会社員 満足 十分そろっていると思う。

市内50代女性自営業 やや満足
雑誌が図書館に片寄っている点。手に取って読めないか。リクエスト
するので急がなければ問題なし。

市内60代男性その他 やや満足 あとスポーツ紙が一つあると良い。
市内50代女性会社員 やや不満 図書館によっては購入していない雑誌がある。
市内70代以上男性無職 やや不満 もっと雑誌の品揃え欲しい。
市内60代女性自営業 やや不満 家庭画報がなくなったので月刊「致知」があるといいナ。
市内40代女性自営業 やや不満 天然生活のように人気のある雑誌ほどなかなか貸りれない。
市内70代以上男性無職 不満 週刊誌が２紙（新潮・文春）は寂しい。もっと多く朝日・読売・毎日。
市内60代男性無職 不満 地方新聞外国のモノ、例、沖縄、北海道。
市内30代女性主婦(夫） 不満 読みたい雑誌があまりないので。
市内50代男性会社員 不満 自動車関係のものが少なすぎます。
市内40代女性主婦(夫） 不満 建築やファッション、芸術などのジャンル希望。
市内40代女性主婦(夫） わからない 利用しないので。
市内50代女性主婦(夫） わからない 利用していない。
市内40代女性主婦(夫） わからない あまり利用したことがないから。
市内70代以上女性主婦(夫） わからない 必要ない。
市内10代女性その他 わからない あまりよまない。
市内40代女性主婦(夫） わからない 子連れで来るため読む時間がないため。

図書館より

いつもご利用ありがとうございます。中央図書館に比べ、タイトルやジャンルなど種類が少なく、満足のいく書架で
はないことでご不便をおかけしております。青梅図書館に所蔵していない雑誌につきましては最新号以外は取り寄
せができますのでぜひご利用ください。



調べ物の相談について
属性 満足度 理由

市内40代女性主婦(夫） 満足 親切に相談にのってくれるから。
市内40代女性主婦(夫） 満足 親切に対応していただいてます。ありがとうございます。
市内50代女性主婦(夫） 満足 わりと親切に心よく調べて下さるのが大変ありがたいです。
市内30代男性その他 満足 丁寧な方が多いと思います。
市内60代男性無職 満足 他図書館の分迄全て調べてくれる。
市内60代男性無職 不満 司書学は始まったばかりですものね。
市内40代女性会社員 わからない 相談をした事が無い。調べ物が無いので。
市内60代女性主婦(夫） わからない 相談した事がない。
市内60代女性会社員 わからない 相談した事がない。
その他60代男性会社員 わからない 相談したことがない。
市内10代女性その他 わからない あまり相談しない。
市内40代女性主婦(夫） わからない あまり利用したことがないから。
市内50代女性主婦(夫） わからない 利用していない。
市内30代女性主婦(夫） わからない あまりしたことがありません。
市内40代女性主婦(夫） わからない あまりしない。
市内70代以上女性主婦(夫） わからない 必要ない。
市内60代男性自営業 （無回答） していない

図書館より

いつもご利用ありがとうごさいます。
わからないことや調べたいことでお困りの時はカウンターのスタッフへお声掛けください。



開館日、開館時間について
属性 満足度 理由

市内40代女性主婦(夫） 満足 来たい時間に開館してるから。
その他60代男性会社員 満足 自分の時間に合っている。
市内10代女性その他 満足 行きたいときにあいているから。
市内40代女性主婦(夫） 満足 ちょうどよいと思う。
市内60代女性会社員 満足 土・日開いているので。
市内40代女性主婦(夫） 満足 以前より休館日が減って助かります。
市内60代男性無職 満足 ９:００～開館、月曜日も開館（第３以外）
市内70代以上女性その他 満足 改良されてやっと使いやすい。

市内50代女性公務員 やや満足
指定管理者制度になってから、開館日開館時間も利便性が向上した
ため。

市内70代以上男性無職 やや満足 ５時では市民センターが開いていても閉じてしまう。

市内70代以上女性主婦(夫） やや満足
中央は朝９時開館になって非常によかった。中央以外の図書館は夏
期は１時間延長してほしい。

市内50代女性会社員 やや不満 閉館時間が短い。
市内40代男性会社員 やや不満 17時閉館は早すぎる（働いていると行けない）
市内60代女性会社員 やや不満 仕事の帰りに開館しているとよいのだが。
市内30代男性その他 やや不満 自習室を含め、20:00くらいまでは開館してほしい。
市内70代以上女性主婦(夫） やや不満 全館休館でなく、中央は曜日を別にしてほしい。
市内60代女性主婦(夫） やや不満 休館は週一が望ましい。
市内50代女性主婦(夫） やや不満 休館日がどうしても覚えられない。
市内50代女性主婦(夫） （無回答） 時々来ても開いてない時がある。

図書館より

4月から休館日の変更（毎月第三月曜・火曜日）をしたことにより、トータルの開館時間は拡大しましたが、さらなる
ご意見として、今後の参考にさせていただきたいと思います。
これからも皆様が利用しやすい環境作りに努めてまいります。



スタッフの対応・マナーについて
属性 満足度 理由

市内40代女性主婦(夫） 満足 ていねいだから。
市内60代女性会社員 満足 優しそうで声かけやすいです。
市内40代女性主婦(夫） 満足 特に不満だったことがないから。
市内60代男性無職 満足 非常に親切
市内40代女性その他 満足 とても親切。
市内30代女性主婦(夫） 満足 とても親切で、赤ちゃんと一緒でも利用しやすく助かっている。
その他60代男性会社員 満足 親切。
市内60代女性その他 満足 親切
市内30代女性主婦(夫） 満足 いつも気持ちよく接して下さいます。
市内60代女性無職 満足 明るくて！
市内10代女性その他 満足 とてもやさしくていいと思う。
市内40代女性主婦(夫） 満足 おだやかな対応なので。
市内60代男性無職 満足 いろいろな人がいる
市内60代女性主婦(夫） やや満足 マナーは皆よいと思うが、対応は人によりばらつきがある。
市内70代以上男性無職 やや不満 普通だと思います。新刊本についての情報がもの足りない。

図書館より

お褒めのお言葉を頂き、嬉しく思います。ご指摘のご意見も踏まえて、挨拶、応対等の重要性を再認識し、接遇へ
の意識向上に努め、皆様により一層快適に利用して頂ける図書館を目指して参ります。



ご意見等（フリーコメント）
図書館より

市内30代女性
自営業

要介護者（読書が大好き）の為にかなり利用させて頂い
ております。身体者障害者でもあり貸借に来る頻度が多
すぎて少し大変なので障害者特別対刺対応として20冊ぐ
らい借りれるとありがたいのですが。。。いつもよくして下
さって感謝しております！！

ありがとうございます。今後の参考意見とさせていただ
きます。

市内30代女性
公務員

どこでもかしかりが出来て、よかったです。どこでも７時く
らいまであいてくれるとうれしいです。

閉館時間に関しては、今後の参考意見とさせていただ
きます。

市内40代男性
会社員

商業的に売れている本に傾らずに、売れてないが真実を
書いている本をそろえて欲しい。

青梅市図書館資料収集基準に基づいて、幅広く選書し
てまいります。

市内40代男性
会社員

マンガが一部の図書館のみ置いてあるが、予約できな
い？のは不公平な感じがします。

青梅図書館にもマンガを少し所蔵しております。マンガ
は各館のみでの貸出しの扱いになっております。ご理
解の程宜しくお願い致します。

市内40代女性
主婦(夫）

雑誌がもうすこし充実したらいいなと思います。

他館から最新号以外は取り寄せができますので、ご利
用ください。
今後も市民の皆様に役立つ書架作りに努めて参りま
す。

市内50代女性
主婦(夫）

TRCになって以前よりスタッフ意識や接客態度等が全体
に向上しているような気がします。中央で行っているろう
そくをともす「おはなし会」が、中央以外の図書館でも行わ
れる位、子ども達に認知されればいいなと思う。ストー
リーテリングをもっと子供たちに届けられたらと思う。子ど
も達（小学生）は習い事で忙しいのでなかなか本を借りて
読んでないのでは？小学校との連携が大切と思う！

いつもご利用ありがとうございます。現在小中学校との
連携も中央で始めており、図書館を利用いただけるよう
努めてまいります。

市内60代女性
自営業

・もっと充実した図書館になってほしい。・図書館はその
市の文化的バロメーターだと思います。

今後の図書館サービスの参考意見とさせていただきま
す。

市内60代女性
主婦(夫）

新刊雑誌類も、もっと早く借りられるようにしてほしい。
新しい情報をより多くの人に閲覧していただくため、次
号がでるまでは館内での閲覧のみとさせて頂いており
ます。ご理解の程宜しくお願い致します。

市内60代女性
その他

日の出図書館を利用しているのですが、自分の読んだ本
の手帳をくれます。そこにクスリ手帳みたいな感じではり
つけます。とってもいいと思いました。新刊のつづりを玄
関様に張り出してあります。とってもたすかります。

今後の図書館サービスの参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

市内60代男性
無職

ここ青梅図書館だけではなく、市の図書館全体について
のおたずねだと思いますのでそのつもりで回答します。こ
の制度になって開館は増、貸出冊数増などサービス向上
があった点は評価しますが、以前に比べ低下した面もあ
り、（他自治体からの借用本が手元に届くのに異様に日
数がかかるようになった）総合評価はマイナスです。

サービス向上の評価の点、まことにありがとうございま
す。他自治体からの借用本に関しては、先方の貸出準
備により、どうしても日数がかかる場合があります。ご
理解の程宜しくお願い致します。

市内60代女性
主婦(夫）

全図書館の休館日が同じなのは不自由です。閉館時間
週に１度でも長く出来たらありがたいです。（中央図書館
以外）

休館日、閉館時間について、今後の参考意見とさせて
いただきます。

市内60代女性
その他

予約の本の数が１０冊なので、１５冊程度に増やしてほし
いです。物理的にムリでしょうが、蔵書が少ないと思いま
す。２年後、新しい図書館ができればもっと増えるかな
（？）いつも気持ち良く対応してもらいありがたいです。

今後のサービス向上の参考にさせていただきます。い
つもご利用ありがとうございます。

市内60代女性
会社員

制約あると思いますが、週に1，2回は19時ごろまで開館
していたらうれしいです。

今後の参考意見とさせていただきます。



市内70代以上
男性無職

１．返却が遅延することがしばしばあります。どうしたらよ
いか考えてください。２．取り置き期間2週間と、貸し出し
冊数10冊では本が回転しないのではないですか？

１．返却遅延になる前に、カウンタースタッフへご相談い
ただけますと、次の予約がない場合、貸出延長が可能
です。または、パスワード申請頂けると、ホームページ
から延長ができます
２．２週間の予約取り置きは利用者ニーズに合わせて
おります。貸出冊数も全体で増加傾向にありますので、
引き続きの現行サービスを継続予定です。

市内70代以上
男性自営業

ナクソスミュージックライブラリーとはどんなサービスです
か？

ご自宅のパソコンで音楽を聴くことができるサービスで
す。ご利用方法に当たっては、カウンタースタッフへお
問い合わせください。

市内70代以上
男性無職

購入する本の選定基準はどんな風になっているのか。マ
ンガ類の購入についてはどんな基準で選んでいるのか。
中央図書館は混んでいるのでその場でゆっくり出来な
い。飲食の出来るコーナーの設置はコーナーの設置はい
かが？

青梅市図書館資料収集基準に基づいて、幅広く選書し
ております。
中央館は多くの利用者にご利用いただいており、時間
帯によっては閲覧席も混んでおり、ご不便をおかけして
おります。
分館では中央館のような飲食スペース確保が難しく、設
置は考えておりません。ご理解の程宜しくお願い致しま
す。

市内70代以上
女性主婦(夫）

今の所、不満なく借りられていますが、もう少し蔵書が増
えると良いですね。この後、青梅図書館はどうなるので
しょう…

ありがとうございます。毎週資料を購入しておりますの
で、引き続きご利用ください。青梅市にない資料も、リク
エスト用紙にご記入頂ければ、選書の参考にさせてい
ただきます。
今後も市民の皆様に役立つ書架作りに努めて参りま
す。

市内70代以上
男性自営業

リクエストは１００%受付けられるのですか？HPにでもその
あたりも記載されてますか？

リクエスト用紙にご記入頂ければ、選書の参考にさせて
いただきます。ただ、予算もありますので、１００％購入
はできませんが、他の図書館からの取り寄せなど、提
供に努めさせて頂きます。
ご理解の程、宜しくお願い致します。

市内70代以上
女性主婦(夫）

講座、学習会などが少ないように思う。設けてもらえるこ
とを願います。

今後のサービス向上の参考にさせていただきます。い
つもご利用ありがとうございます。

市内70代以上
男性無職

時間が有るので本を読みたいと思っていますがまだどん
な本を読んだらよいかまよって居る。

お探しの本をカウンタースタッフへご相談ください。ご所
望の本をいっしょにスタッフがお探しします。

市内70代以上
女性主婦(夫）

時々本の間に髪の毛（お菓子）が入っております。おかり
している方が悪いのですが…

ご指摘ありがとうございます。返却、貸出時の確認を徹
底してまいります。

市内60代男性
その他

購入本はどのようなシステムで選んでいるのでしょう
か？！私としてはリクエストとか話題の本が繁栄されてる
のかとても理解ができません！！だってむずかしい本ば
かりですものネー

市内70代以上
女性主婦(夫）

絵を描いています。写真集や水彩画の本を揃えて下さ
い。

市内50代男性
会社員

パソコン関係の資料、MAC用のものが少なく感じます。
あっても内容が古かったり。（市内図書館全て）

市内30代男性
その他

河辺図書館と東青梅図書館を閉鎖して託児所にしました
が、図書館を閉鎖しないで、普通に託児所を作ればよ
かったのではないですか？両図書館とも、一定数利用者
はいたはずです。青梅駅周辺からは図書館をなくさない
でください。

市内60代女性
主婦(夫）

２年後に閉館されるということですが、新設の生涯学習セ
ンターの内にぜひぜひ図書館を移動していただきたい。

市内60代男性
その他

老朽化にて２年後に閉館予定とか。統合施設に是非とも
青梅町エリアに必要な図書館の併設を希望し気持ちよく
利用したいと思います。

青梅市図書館資料収集基準に基づいて、幅広く選書し
ております。
今後の選書の参考意見とさせていただきます。

ご意見ありがとうございます。現状、中央館、９分館で
の青梅市図書館サービスに努めてまいります。
青梅市としては、青梅駅前再開発ビルでの図書館機能
を今後検討していく考えです。



市内60代女性
主婦(夫）

CD等も地域の図書館で予約できると助かります。

市内60代男性
その他

DVD、CDを青梅でもかりられるよう（返却も）にしてほし
い。（予約かネットでOK)

市内40代女性
主婦(夫）

視聴覚資料（CDやDVD),マンガもインターネットまたは分
館で予約できるようにしてほしいです。

市内60代男性
無職

新しく刊行された本が少なく感じる。

市内60代女性
主婦(夫）

本の種類が少く新着本も少く、古い本が多い。旬の本が
読みたい。勉強室学習室も雑なので2/3以上に改善して
ほしい。

市内60代主婦
(夫）

以前は中心的な図書館が青梅図書館だったので、中央
図書館との差が大きいと感じています。貸出し等の利便
は、スタッフの皆さんの配慮で、たすかっています。いつ
もありがとうございます。

いつもご利用ありがとうございます。

市内70代以上
女性主婦(夫）

特にない。 引き続きのご利用、お待ちしております。

市内70代以上
女性主婦(夫）

特にない。 引き続きのご利用、お待ちしております。

市内70代以上
女性主婦(夫）

どこでも借りられ、どこでも返却できて本当に有難いで
す。又、１０冊も拝借できるなんて驚き！！希望図書も取
り寄せていただけて満足です。いつもいつもお世話さ
ま！！！

市内70代以上
女性その他

本は１０冊借りられる。時間も長くなり長期（１～２週間くら
いだったか）の休館がなくて、やっと市民の欲求に答えて
くれている図書館になった。

市内60代男性
無職

満足（９:００開館、月曜開館、DVD、本の貸出し増加）親
切。

市内50代女性
自営業

開館時間が長くなった事休館日が少なくなった事は便利
になったと感じている。

市内40代女性
主婦(夫）

これからもよろしくお願いします。

市内70代以上
男性無職

現在のままで充分満足している。

市内70代以上
男性無職

満足しています。

市内30代女性
主婦(夫）

小さいですがいい本との出会いもあって好きです。

市内70代以上
男性無職

いつも明るく接して貰っていて気持ちよく閲覧等が出来て
嬉しく思っている。

市内70代以上
男性

今後もよろしくお願い致します！！

市内70代以上
女性主婦(夫）

特にない。

図書に比べてCD/DVDは数が少ないので、中央図書館
にて所蔵、貸出としております。取り寄せができないの
で直接ご来館頂くようになりますが、多くのジャンルを所
蔵しておりますのでぜひご利用ください。
返却は青梅図書館でもできますので、ご利用ください。

ジャンルに偏りがない資料を選定しておりますが、年間
の予算の範囲以内での購入になります。ご理解の程宜
しくお願い致します。
市内には図書館が１０館ございますので、青梅図書館
に所蔵していない図書は取り寄せができます。ぜひご
利用ください。

ありがとうございます。
引き続きのご利用、お待ちしております。


