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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

272 238 16 526

年代 (名) ②来館目的
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答 計

42 28 32 77 67 134 143 3 526

お住まい (名) ③資料の検索方法
市内 西多摩地域 飯能市 入間市 その他 無回答 計

470 31 3 5 7 10 526

職業等 (名) ④今回の滞在時間
会社員 無職 学生 主婦(夫） 公務員 自営業 その他 無回答 計

144 136 57 100 18 20 36 15 526
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アンケートの実施期間について、前年度は12月に実

施したが、今年度は1月27日（日）に実施。前回782

枚の回収だったのに対し、526枚の回答を頂いた。ご

協力ありがとうございました。 

属性としては、年代で60代、70代以上の回答が半数

を超え、10代、30代の回答が減少した。 

職業では、学生が減り、主婦（夫）や無職の回答が

増加している。 

来館目的において、“自習”の割合が前年度と比べ

減少し、“調べ物”の割合が増加した。 

滞在時間においては、“1時間～2時間”の割合が増

加した。これは、今年度のアンケート実施日に、映画

会が行われていたためと推測される。 
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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

155 223 53 10 56 97 78 10 2 283

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

105 147 37 6 191 187 159 21 11 114

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

123 109 7 2 237 302 156 28 6

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

326 140 14 6 261 205 23 7
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資料の品揃えについては、大人向け、子ども向け、調べ物、地域資料、新聞・雑誌全てにおいて満足

度が増加している。 

調べ物の相談、開館日時、スタッフの対応・マナーについても満足度が増加した。 

総合的な満足度に関しては、前年度とほぼ変わらない結果となった。 

今後も利用者の皆様に快適に利用していただけるようサービス向上を図っていきたい。 

(名) 
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Ⅳ．図書館サービス・イベントについて

①「おはなし会」について ②「絵本の森」について

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

24 269 211 (名) 6 178 311 (名)

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 良いことだと思う 良くないことだと思う どちらでもない

126 158 218 (名) 250 106 155 (名)

気になる 気にならない

88 424 (名)

Ⅴ.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

219 274 (名) 133 360 (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？

⑤図書館内で飲み物の香りは不快に感じますか？

※毎月第4土曜日の午前11時から、
　4歳以上を対象として実施

③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図書館内で飲み物を
　　飲むことができることについて

※毎週第1金曜日の午前10時30分から、2～4歳児と保護者を
　対象として、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを実施
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「おはなし会」等の催し物については、前年とあまり変わらない結果となった。 

館内で飲み物が飲めることに関しては、“良くない”とする回答率が増加し、飲み物の香りに関して

も不快に感じる割合が増加した。今後も館内の換気に努めさせていただきます。 

 ※飲み物に関する設問の変更について 

④･･･昨年度「コーヒーなどの飲み物」⇒今年度「飲み物」 

⑤･･･昨年度「飲食をお断りしている３階、４階フロアにおいて、コーヒーの香りは気になりますか」 

     ⇒今年度「図書館内で飲み物の香りは不快に感じますか」 
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大人向けの本の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内40代男性会社員 満足 必要な物はそろっている。
市内10代男性学生 満足 種類が豊富。
飯能市60代女性無職 満足 雑誌の種類が多い。新しい本が多い。
西多摩地域70代以上男性無職 満足 希望に沿う資料が有る。
市内60代男性会社員 満足 希望する書物がそろっている。
市内40代男性会社員 満足 新作もある。
市内50代男性自営業 満足 上を言えばきりがない。
市内60代男性無職 満足 多すぎる気もする。
市内20代女性会社員 満足 だいたい借りたいと思う物がそろっている。
市内40代男性その他 満足 ＣＤ、ＤＶＤが充実している。
市内60代男性会社員 満足 スムーズに本がさがせる事。
市内10代男性学生 満足 調べものをする際に役立っている。
市内40代女性主婦(夫） 満足 かなり充実した本が揃っていて満足している。
市内40代女性会社員 満足 大きいキレイ、使い易い。
市内70代以上男性無職 満足 私のレベルでは。
市内60代女性自営業 満足 ない時は他館からの借り出しで不自由を感じない。
市内60代女性主婦(夫） 満足 未所蔵の本はリクエストが出来るので。
その他40代男性無職 満足 「テーミス（月刊）」が、小平市図書館に無い為（選択は有る）
市内70代以上男性無職 満足 野菜の本をふやして。
市内30代女性会社員 やや満足 雑誌の種類が豊富だから。

西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

やや満足 読みたい物はたいてい見つかる。

市内10代男性学生 やや満足 それなりにはあると思います。
市内70代以上女性無職 やや満足 希望の本はほぼそろっている。
市内60代女性主婦(夫） やや満足 新着本をPCで予約できる為。相当待つ時もあるが不満はない。
市内70代以上女性主婦(夫） やや満足 新刊書をもう少し（書店の店先にある話題書）
市内10代男性学生 やや満足 たまに子どもの本だとのってない事がある。
市内60代女性主婦(夫） やや満足 マンガを揃えて欲しい。ネズミ男、いじわるバアさん。
市内70代以上男性無職 やや満足 専門書がないから。
市内10代男性学生 やや満足 今でもよくそろっているが、もっと多くしてもらいたい。
市内60代女性自営業 やや満足 外国文学が好きなので品揃えが豊富と思うことから。

市内70代以上男性無職 やや満足
読みたい本が貸出し中のことが多く、待ち人数も多い。羽村の方が
借りやすいのだがなぜかな？人口が少ない？

市内60代男性無職 やや満足 見たいと思う本がない時。

市内40代男性会社員 やや満足 読みたい本が無い時があるから。

市内10代女性主婦(夫） やや満足 人気のものは借りられている。

市内60代女性会社員 やや満足 シリーズが途中抜けているのが残念。

市内30代男性会社員 やや満足 他の図書館と蔵書共有のため、人気作が読みづらい。

市内60代男性無職 やや満足 ベストセラー本が借りづらい。

市内60代女性その他 やや満足
純文学、芥川作品など読みにくいので、充実はしていると思います
が。

市内40代男性会社員 やや満足 10年くらい前の本は整理してもいいのでは。（とくにデータ系は）

市内70代以上女性無職 やや満足 文庫本の新刊数が少ない。

市内50代女性主婦(夫） やや満足 学術的な（高価な）本が少ない気がする。

市内60代女性主婦(夫） やや満足 中世ヨーロッパの新しい歴史書を入れて下さい。

市内70代以上男性無職 やや満足 外国語図書のない事に不満。

市内20代男性学生 やや満足 有機金属化学の本が欲しいです。

市内50代男性公務員 やや満足 専門書がないときがある。

西多摩地域40代女性主婦(夫） やや満足 インターネットでもリクエストができるとうれしいです。

市内60代男性その他 やや満足 静けさ。

市内70代以上女性主婦(夫） やや不満 新作が少ない。文庫本をふやしてほしい。

市内70代以上男性無職 やや不満 新刊小説少ない。

市内60代女性主婦(夫） やや不満 新刊をもっと入れてほしい。特に小説。専門書ばかり。
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市内40代男性会社員 やや不満 新刊は予約が多く、なかなか借りれない。

市内70代以上男性無職 やや不満 人気の本は借りたくても貸出し中で借用できない事がある。

市内70代以上男性会社員 やや不満
専門書が少ない(電子工学)図解とか分子とかの中途半端な本が多
い。

市内70代以上無職 やや不満
あくまでも印象ですが、最近実用書・ハウトゥものが増え、人文書など
の所謂「固い本」が減っていませんか。

市内60代女性無職 やや不満 種類が少ない。
市内60代男性会社員 やや不満 蔵書が少ない。
市内30代女性会社員 やや不満 もう少しふやしてほしい。
市内60代女性会社員 やや不満 読みたいと思う本が少ない
市内70代以上男性無職 やや不満 ＯＰＡＣの表示（中味・内容）が以前より悪い。
市内50代女性会社員 やや不満 異世界の本（物語）が少ないらしい。
市内70代以上男性無職 やや不満 音楽のクラシック関係少ない。
市内70代以上女性主婦(夫） やや不満 手芸の本、新しいのがない。

市内60代女性主婦(夫） やや不満
どのような選択で選ばれているのか？必要のない本がある（読んで
も得るものがないおもしろくない）

市内60代女性無職 やや不満 シリーズものがそろっていない。話題本がすぐみたい。

市内50代女性会社員 やや不満
(個人的に）専門の本を読むから。しかし他館からかりて下さるので満
足しています。

市内70代以上男性無職 やや不満 読み物が少なくなって来た。
市内60代女性主婦(夫） 不満 読みたい本がないことが多い。
市内60代男性その他 不満 ベストセラーといえる本でもないものが多い。
市内50代男性会社員 不満 他市にあって青梅にない本がある。

不明 不満
図書館内の規則が細かすぎて、いつも管理されて見られている感じ
でリラックスできない。

市内10代女性学生 わからない まだ1回目なので分かりません。
市内60代女性その他 わからない 始めての来館なのでわかりません。でも又来館したいです。
市内10代女性学生 わからない そもそも子供やし。
市内60代女性その他 わからない 本は良く借りて読んでいる。１ケ月10冊～15冊。
市内50代女性その他 わからない くわしくはみていない。

図書館より

いつもご利用ありがとうございます。
より多くの方のニーズに応えられるような選書を心掛けております。人気の本には多くの予約が入りますので棚に
戻るまで時間がかかります。ぜひご予約してください。ご希望に沿う本が見つからない場合は、お気軽にスタッフま
でお声掛けください。
これからも利用者の皆様に満足していただけるよう努力してまいります。
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子供向けの本の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内40代女性会社員 満足 絵本が充実している。
市内70代以上男性無職 満足 本の冊数は十分にある様子。
市内40代男性会社員 満足 必要な物はそろっている。
市内10代女性学生 満足 バリエーションも富んでて豊富だと思う。
市内50代男性自営業 満足 上を言えばきりがない。
市内70代以上女性無職 満足 孫が小さい時によく利用し孫達も喜んでいました。

市内20代女性会社員 満足
職業上、子どもに絵本を読むのでたくさん絵本があって助かっていま
す。

市内10代男性学生 満足 コーナーがきちんとあるから。
市内70代以上女性無職 満足 小学生向きの本を借りています。
市内30代男性会社員 満足 種類豊富。人気作は読みづらいがそれを補う数がある。
市内40代男性会社員 満足 十分楽しめる。
市内10代女性学生 満足 あんま読まないけど、まあええんじゃないかと思う。
市内10代女性学生 やや満足 自分の見たい本がたくさんあった。
市内10代男性学生 やや満足 もう少し種類を増やすべき。

市内60代女性その他 やや満足
児童書、絵本は情操を穏やかにしてくれる働きがあるように思うので
すが、ですから、好きです。

市内50代男性公務員 やや満足 人気シリーズなどは予約待ちしないと借りれない。
市内10代男性学生 やや不満 ライトノベルなどで、シリーズが全てそろっていないものがある。
市内60代女性無職 やや不満 新しい絵本をみたい（年寄りだけど絵本が好き）。
市内60代女性無職 不満 シリーズ本が多くなっているように感じる。
西多摩地域70代以上男性無職 わからない 利用していない。
市内70代以上女性無職 わからない 利用していない。
市内70代以上男性会社員 わからない 利用したことが無い。
市内60代女性会社員 わからない 利用したことがない。
市内30代女性無職 わからない 利用した事が無い為。
市内10代男性学生 わからない あまり利用する機会がないので…
不明 わからない 小さい子がいないので。
市内60代女性主婦(夫） わからない 子ども向けの本はほとんど読まないので。
西多摩地域60代女性主婦(夫） わからない 子どもが小さい頃には利用してなかった。
市内10代男性学生 わからない 子ども向けの本の品揃えについては存じておりません。

市内60代女性その他 わからない
子供がいないので、コーナーを見ることがないが、1冊借りに行ったと
き、沢山あると思った。

市内60代女性主婦(夫） わからない 子ども向けの本には縁が無いので。

市内50代女性その他 わからない まだみていない。

市内70代以上男性無職 わからない 老人のため。

市内70代以上男性無職 わからない 大人だから。

市内70代以上女性主婦(夫） （無回答） ここはマンガを置かないと。

市内60代女性その他 （無回答） 始めての来館なのでわかりません。でも又来館したいです。

市内70代以上その他 （無回答） あまり利用していない。

図書館より

いつもご利用ありがとうございます。
より多くの方のニーズに応えられるような選書を心掛けております。人気の本には多くの予約が入りますので棚に
戻るまで時間がかかります。ぜひご予約してください。ご希望に沿う本が見つからない場合は、お気軽にスタッフま
でお声掛けください。
これからも利用者の皆様に満足していただけるよう努力してまいります。
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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代男性会社員 満足 必要な物はそろっている。

市内10代男性学生 満足 調べたい内容がすぐに探せる。

市内10代男性学生 満足 調べ物にこまらない。

市内10代男性学生 満足 調べものをする際に役立っている。

市内10代女性学生 満足 グッド！

市内40代女性主婦(夫） 満足 地図など。とても役に立った。

市内20代女性学生 満足
学校のレポートで化学系の資料が必要なのですが、学校の図書館と
同じくらい品揃えに満足しています。

市内30代女性会社員 やや満足 種類が多く検索しやすい。
市内30代男性会社員 やや満足 余りこの目的で使うことはないが、蔵書は豊富と思う。

西多摩地域40代女性主婦(夫） やや満足
数か月前に調べ物をしたさい、何冊かあって満足しました。当り前の
ことですが数字どおりにならんでいるのでさがしやすいです。

市内60代男性無職 やや満足 最新資料の不足
市内60代男性無職 やや満足 電子辞書やE-dicが使えるとなおよい。
市内40代男性会社員 やや満足 白書系・専門書の充実を
市内10代女性主婦(夫） やや不満 しょうがない。
不明 やや不満 あまりそろってないので他の館からよくとりそろえる。
西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

やや不満 人名（外国）辞典、地名辞典、外国語辞典等の充実を。

市内40代女性学生 やや不満 医療系がない。

市内70代以上男性無職 やや不満 2万5千分の1の地形図は、国内の全てを準備してほしい。

市内50代女性会社員 やや不満 IT技術系の本が少ないと思う。

市内70代以上男性無職 やや不満 専門書は少ない（日本の将来の科学技術力向上の為には貧弱）。

市内60代男性その他 不満 資料が少ない。

市内70代以上男性無職 不満 少ない。

市内70代以上男性会社員 わからない 利用したことが無い。

市内30代女性無職 わからない 利用した事が無い為。

西多摩地域70代以上男性無職 わからない 利用していない。

市内70代以上女性無職 わからない 利用していない。

市内60代女性主婦(夫） わからない あまり利用しないので。

西多摩地域60代女性主婦(夫） わからない あまり利用してない。

市内40代男性会社員 わからない しないので。

市内50代女性その他 わからない くわしくはみていない。

市内10代男性学生 わからない そのエリアに行くことがほとんどありません。

市内60代女性その他 わからない
調べたい事があるが、うまく説明出来ない。インターネット端末使えな
い。

市内60代女性その他 わからない
辞書の出版社は、揃えてあると思う。＜年令で＞目が悪く少々大文
字印刷のが必要であるのですが。

市内10代女性学生 わからない あまりむずかしいことは分かりません。

市内60代女性その他 （無回答） 始めての来館なのでわかりません。でも又来館したいです。

図書館より

ご利用ありがとうございます。
専門書につきましては、青梅市図書館資料収集基準にもとづき、特殊な分野・領域に関するもので極めて専門性
の高い資料あるいは高価な資料は、国立国会図書館、都立図書館、他市区町村の公立図書館、大学図書館およ
び類縁機関と連携・協力し、利用者への資料の提供を図るものとしております。お探しの資料が見つからない場合
は、窓口でご相談ください。

-7-



新聞・雑誌の品揃えについて
属性 満足度 理由

市内40代男性会社員 満足 必要な物はそろっている。
市内60代女性主婦(夫） 満足 主に雑誌なので私的には満足です。
西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

満足 読みたい雑誌は揃っている。

市内10代男性学生 満足 最低限度の雑誌などがあるので不満はありません。
市内40代女性主婦(夫） 満足 新聞の種類も豊富で満足している。
市内50代女性主婦(夫） 満足 いつも楽しみにしています。
不明 満足 すべての会社のものがある。
市内50代女性会社員 満足 中央凄い！1日居られる。専門書も多いし。
市内10代女性学生 満足 年寄りのかたがよく来るのもそのおかげと思う。
市内60代女性主婦(夫） 満足 ファッション誌や文芸誌、趣味が決まっているので。
西多摩地域70代以上男性無職 満足 OK
市内60代男性無職 満足 多すぎる気もする。
市内60代男性無職 満足 種類多すぎ。

市内60代女性その他 満足
日本農業新聞は、地方地域の活動を知ることが出来て、もう長期に
なり、購読又コラム、おはよう欄が大事であります。

市内50代女性その他 やや満足 充実していると思う。
市内10代女性学生 やや満足 いろんな種類の新聞や雑誌があって、知りたいときに知れるから。
西多摩地域40代女性主婦(夫） やや満足 読みたい雑誌はだいたいあります。
市内60代女性自営業 やや満足 利用している雑誌がある。
市内60代女性自営業 やや満足 月刊家庭画報がなくなったこと。
市内70代以上男性無職 やや満足 月刊雑誌ZAITENの品揃え希望。
市内50代男性公務員 やや満足 随分とあるが、専門の雑誌で置いてないものもある。
市内10代男性学生 やや満足 もう少し早く更新してくれたらうれしい。
市内60代女性主婦(夫） やや満足 かかえこみ寝ている人がいる。
市内70代以上男性その他 やや不満 新聞赤旗は都内図書館にはあります。
市内70代以上男性会社員 やや不満 季毎に発行される雑誌が無い。
市内40代男性会社員 やや不満 業界関連の雑誌の充実を。
市内70代以上男性無職 やや不満 芸能週刊誌の数が少なすぎる。もっと増す。
市内70代以上男性無職 やや不満 日経新聞読めない。1部では足りない。
市内60代男性無職 やや不満 雑誌で「ステレオ」が無い。
市内60代女性主婦(夫） やや不満 NHK「今日の料理」雑誌が中央館以外にも置いてほしい。
市内70代以上男性無職 不満 宗教関係の雑誌ゼロ。何故か？
20代男性 不満 NHK語学テキスト。

市内60代男性無職 不満
Asahi Weeklyとか初中級者向の英字新聞日経ソフトウェアプログラミ
ングの学習、NHK語学（ラジオ、TV、テキスト）はCNN以前に閲覧、貸
出（月遅れ）があってもよい。CD借りられれば月遅れでも問題ない。

市内50代男性無職 不満 英字・東亜日報、中国語の新聞は必要なし。税金のムダ。
市内70代以上男性無職 わからない 利用しない。
西多摩地域60代女性主婦(夫） わからない 利用してない。
市内60代女性主婦(夫） わからない 殆んど利用しないので。

西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

わからない ほとんど見ない。

市内40代男性会社員 わからない 見ないので。
市内60代男性その他 わからない そんなに多く必要か疑問
市内70代以上男性無職 わからない 新聞は自宅で読んでいる。雑誌はほとんど読まない。
市内60代女性その他 わからない 最近雑誌コーナーを見始めたばかり。
市内60代女性その他 （無回答） 始めての来館なのでわかりません。でも又来館したいです。

図書館より

いつもご利用ありがとうございます。
幅広いジャンルから選書するように心掛けております。図書館に無い資料は、他自治体から借りて提供する事もで
きますので、リクエストにて申し込んでください。
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調べ物の相談について
属性 満足度 理由

市内50代女性会社員 満足 親切にさがしてくれる。
市内40代女性主婦(夫） 満足 親切で丁寧。

西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

満足 とても親切、丁寧。

市内70代以上女性無職 満足 丁寧に応対して下さった。
市内40代男性会社員 満足 ていねいに教えてくれる。
市内60代女性自営業 満足 ていねいに接して探して下さるから。
市内10代女性学生 満足 スタッフの方が丁寧に対応してくれる。
60代女性公務員 満足 スタッフがていねいに対応して下さるから。
市内40代女性その他 満足 とても丁寧に答えてくれたり探してくれる。聞きやすいです。
市内10代女性学生 満足 たくさんの方法で調べたりできるから。
市内30代女性無職 満足 すぐに用意して頂けた。
市内60代女性会社員 満足 相談にのってもらうことがある。
西多摩地域70代以上男性無職 満足 OK

市内30代男性会社員 やや満足
スタッフは親切だし機器も充実してるが、もう少し誘導する表示が
あってもいいかも。

市内60代女性その他 やや満足 親切に答えてもらった。
市内40代女性会社員 やや不満 相談していいのかも分からない。
市内60代男性その他 不満 あまりあてにならない・・・。
市内70代以上男性会社員 わからない 利用したことが無い。
西多摩地域60代女性主婦(夫） わからない 利用した事がない。
市内60代女性主婦(夫） わからない 殆んど利用しない。
市内70代以上女性無職 わからない 調べ物の相談しないから。
市内60代女性主婦(夫） わからない まだ相談したことがないので。
市内60代女性主婦(夫） わからない 相談をしたことがない。
市内10代男性学生 わからない したことがない。
市内40代男性会社員 わからない しない。

西多摩地域40代女性主婦(夫） わからない
相談したことないのですが「ていねいに対応しているなあ」と思いま
す。

市内70代以上男性無職 わからない ほとんど小説等の借用。
市内70代以上女性無職 わからない 以前に相談したことがない。
市内50代女性その他 わからない まだみていない。
市内10代男性学生 わからない 相談する機会があまりないです。
市内70代以上男性無職 わからない 相談することはない。
西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

わからない 調べる用事もない。

市内70代以上男性無職 （無回答） コピーの手続きがメンドー。
市内70代以上その他 （無回答） 相談したことがない。
市内60代女性その他 （無回答） 表示場所、検索は係りの方の方が上手で、よく見つけて下さいます。
市内60代女性その他 （無回答） 始めての来館なのでわかりません。でも又来館したいです。

図書館より

調べ物の相談のご利用ありがとうございます。これからも一層調べ物の知識の研鑽に努めてまいります。また、相
談窓口がわかりにくいというご指摘をいただきましたので改善してまいります。
図書館所蔵の資料をコピーしていただくにあたり、著作権法第31条第2項の規定に基づいて青梅市図書館として手
続きを定めさせていただいております。お手数をおかけいたしますがご理解をお願いいたします。
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開館日、開館時間について
属性 満足度 理由

市内60代女性自営業 満足 朝9時からになり利用しやすくなった。
西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

満足 朝9:00～が良い。

市内40代女性会社員 満足 夜8時までだから。
市内30代女性会社員 満足 8時までしている所。
市内20代女性会社員 満足 夜8時までやっていて助かります。
市内50代女性会社員 満足 土日8:00までになったから。
市内40代男性会社員 満足 20時まで開いているので利用しやすい。
市内40代男性会社員 満足 だいたい開いている。
市内40代男性会社員 満足 行きたい日、時間に開館しているので。
市内60代女性主婦(夫） 満足 家から近いので好きな時に来られる。
市内10代男性学生 満足 丁度よい。
市内10代男性学生 満足 ちょうど良い。
西多摩地域70代以上男性無職 満足 現状でOK
市内10代男性学生 満足 いい時間帯だから。
市内70代以上男性無職 満足 十分長い。
市内40代女性主婦(夫） 満足 以前より開館日も開館時間も長くなり時代に即していると思う。

市内40代女性その他 満足
以前よりずっとよいです。ただ市内の図書館いっせいに休館日にせ
ず、どこかはあけていただけるとよいです。

市内60代女性その他 満足 学生さんは放課後利用しているし、良いと思います。

市内50代女性会社員 満足
駐車場があるなら羽村の様に～20時迄やって頂くと昼間用事のある
身にはありがたいが。職員にも生活があるので公務員の9-5時で。

市内60代女性その他 満足 日数も時間もゆったり出来る。

市内60代女性公務員 満足 ニーズに合っている（ため改善されたので）。

市内50代女性自営業 やや満足 もう少し朝早くからやっていると嬉しい。

市内60代男性無職 やや満足 早朝が1日くらいあってもいいか？！

市内10代女性学生 やや満足 8:00からやっていただけるとなおありがたい。

市内60代女性主婦(夫） やや満足 9:00open希望

市内10代女性学生 やや満足 もう少しおそくまでやってくれるとうれしいです。

西多摩地域60代女性主婦(夫） やや満足
もう少し遅くまで開いていたらと思う事があるが今の時間が適当と思
います。

市内50代男性会社員 やや満足 平日、もう少し遅くまで開いていると良い。

市内40代男性会社員 やや満足 21時頃まで開館していると利用しやすい。

市内20代男性学生 やや満足 夜10時くらいまでやっていると自習の時に助かります。

市内10代男性学生 やや満足 休館日に丁度使いたい。

市内60代女性主婦(夫） やや満足 1か月に休み2回くらいにして。

市内70代以上男性その他 やや満足 閉館日を最小にして欲しい。

市内50代男性無職 やや満足 正月、お盆以外は無休になると嬉しい。

市内20代女性学生 やや満足
朝早くから夜遅くまで開いて下さっていると思うが、学校から帰ってき
て利用するとなると閉まるのが早いから。

市内50代女性その他 やや満足 休館日が少ないのが良い。
市内40代男性会社員 やや満足 初めてなのでわからない。
市内60代男性その他 やや満足 よくわからない。

市内40代女性無職 やや不満
もうすこし朝早くでもよいのでは。おとしよりも多いし、行くところもない
と思うので。

市内20代男性会社員 やや不満 休日の早朝、平日の夜間（○曜日のみ等）も開館して欲しい。
市内10代男性学生 やや不満 閉館時間をおそめにしてほしい。
市内60代男性無職 やや不満 夜の時間が長いとありがたい。
市内10代男性学生 やや不満 21時くらいまで開いているとありがたい。
市内10代女性学生 やや不満 夜9時までにしてほしいです。
市内50代男性会社員 やや不満 平日22時まで希望（限定でもよいので）
市内10代男性学生 やや不満 21時30分か22時くらいまでは開館していてほしい。
市内20代女性学生 やや不満 もう少し長くやってほしい。
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市内10代男性学生 やや不満 もう少し具体的には8:30など。
市内70代以上男性無職 やや不満 全日オープン希望。
市内50代男性会社員 やや不満 早い。年末に開いていない。
市内70代以上男性無職 不満 年間休館日をなくしてほしい。

市内70代以上男性無職 不満
休館日が多い。（2F第1月曜、3F第2月曜、4F第3月曜などに分けられ
ないか？）

市内50代男性自営業 （無回答） 職員の労働時間、給与も含め総合的に考えるべき。
市内60代女性その他 （無回答） 始めての来館なのでわかりません。でもまた来館したいです。
市内10代女性学生 （無回答） 分かりません。

図書館より

開館時間延長（9時から20時までの開館）や休館日の変更（第三月曜・火曜日）に関しまして、多くの方に満足の意
見を頂くことができました。誠にありがとうございます。我々としましても、皆様のお声が励みとなります。一方でさら
なる開館日時の拡張も要望として受けました。実現は難しいですが、今後の課題として参考のご意見とさせていた
だきます。これからも皆様が利用しやすい環境づくりに努めてまいります。
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スタッフの対応・マナーについて
属性 満足度 理由

市内60代女性主婦(夫） 満足 親切な対応をしてくれる。

市内60代女性公務員 満足 親切なところ

市内70代以上男性無職 満足 親切です。

市内70代以上男性無職 満足 親切である。声をかければきちんと対応してくれる。

市内70代以上女性無職 満足 皆さん親切です。

市内10代男性学生 満足 とてもていねいです。

市内60代男性公務員 満足 いつもていねいなので。

市内20代女性会社員 満足 皆さんいつも丁寧に対応して下さる。

市内30代女性会社員 満足 ていねい。親切。

西多摩地域70代以上女性主婦
(夫）

満足 皆さん親切で丁寧です。

市内70代以上男性無職 満足 市より親切で丁ねいに対応して頂いている。
市内40代男性会社員 満足 いつも静かだから。
市内10代男性学生 満足 とても静かで場に合ってるから。
市内40代男性会社員 満足 しっかりしている。
市内40代女性主婦(夫） 満足 礼儀正しい。

市内60代女性その他 満足
スタッフの方たちは、何でも知っていると思われていて、日常の勉強
も大変と思います。

市内50代女性主婦(夫） 満足 季節の読み聞かせ本など一緒にさがしてくださる。
市内70代以上男性無職 満足 大変満足を感じている。
市内10代女性学生 満足 みなさんやさしくしてくれるから。
西多摩地域70代以上男性無職 満足 好感度良。
市内60代男性無職 満足 いつも気持ち良く利用させてもらってます。
市内10代男性学生 満足 良いと思います。
市内60代女性会社員 満足 とても感じ良く対応してくれる。
市内10代女性学生 満足 目を見て対応してくれる。
市内60代女性その他 満足 きちんと挨拶してくれる。

市内60代男性無職 満足
もっと対等に話してもいいと思うが、文句を言う人も多いのかも。「図
書館利用のあり方を考える会」のような会がもっと活動して呼びかけ
るとか。

不明 満足
みなさんわけのわからない事をいう人たちにも丁寧に接してられて気
の毒に思う時もあります。ご苦労様です。

市内20代女性学生 満足
全体的に優しい方が多く、いつも感謝しています。ですが、たまに注
意する際に声が大きい方がいらっしゃるので、もう少しヒソヒソと話し
ていただければと思います。

市内70代以上女性無職 満足 タイトルを言って探して頂いたことがあります。
市内50代男性無職 満足 不満を感じたことは今のところない。
市内60代女性自営業 満足 不愉快に感じたことがない。
市内60代女性公務員 やや満足 笑顔で対応していただくと元気をもらえる。
市内70代以上男性無職 やや満足 まあそんなものでしょう。
市内60代女性主婦(夫） やや満足 親切で気持ちよく対応して頂いています。
市内40代男性会社員 やや満足 初めてなのでわからない。
市内40代男性会社員 やや満足 人により異なる。
市内50代男性会社員 やや不満 人による。

市内60代女性無職 やや不満
カウンターでの客（利用者）への対応が遅い（カウンターへ来るのが
見えているはずなので椅子にすわったまま）

市内40代男性会社員 やや不満 貸出時に知らんぷりしている人をまま見る。

市内50代男性会社員 やや不満 入館の際追い越さない様にしてほしい。

市内40代女性無職 やや不満

この間来たとき、客のあらさがしをしておそらく自分の気持ちを発散し
てたようです。1人で来てたので言いやすく狙われたかも。３Ｆで女性
スタッフおかっぱの。今思えばモラハラだと思う。客を気分はっさんの
材料にしている。職場働くかんきょうが悪いからこんなことをしている
ようでは、安い民間にいたくしたほうがいいかもしれない。
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市内60代男性その他 不満 改善点をあげても反応はあるが実行されない。

市内50代男性会社員 （無回答） 特にない。

市内70代以上女性主婦(夫） （無回答） ほぼ気に成らない

市内10代女性学生 （無回答） わかりません。

市内60代女性その他 （無回答） 始めての来館なのでわかりません。でも又来館したいです。

不明 （無回答） 注意する時、上から目線に感じる。

市内50代男性自営業 （無回答） あいさつができない人は対応もよくない。

図書館より

多くのお褒めの言葉を頂き、ありがとうございます。また、一方で至らない点もあるとのご指摘は真摯に受けとめ、
適切に対処してまいります。皆様から頂いたご意見はスタッフ全員に周知し、接遇への意識向上に努めさせていた
だきます。
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ご意見等（フリーコメント）
※資料について 図書館より

市内70代以上主
婦(夫）

新本話題の本が少ないのでふやしてほしい。

市内60代女性主
婦(夫）

駅前にあるので、返却がしやすく、便利で良い。ただ、読みたい
本がないことが多いのが残念（扱っていない物が、多々ある）。

市内60代男性自
営業

図書の数(種類）を増やして欲しい。他市(立川等）に比べて半
分以下の様に思える。

市内50代女性主
婦(夫）

これからも幅広いジャンルの本をそろえて欲しいです。

市内60代男性無
職

洋書も置いて頂きたい。

市内50代女性主
婦(夫）

雑誌の種類、冊数の増加を希望する。

市内60代男性公
務員

作文と教育という雑誌を置いてほしいです。「インパール」という
DVDがあるとよいです。

市内40代女性 市民センターの図書をもっと充実させてほしい。

市内40代男性そ
の他

DVDをもう少しふやしてほしい（とくにあたらしいの）

市内50代男性会
社員

音楽CDの数を増やして欲しい（洋楽・クラシック・ジャズ）

市内50代女性会
社員

DVD（CDなどAV)にもう少し充実させてほしい。

市内40代男性会
社員

CD,DVDももう少し充実してほしいです。

市内30代女性会
社員

CD,DVDの品をもっと増やしていただくと助かります。

市内20代男性会
社員

CDやDVDの数を増やしてほしい。

市内40代男性そ
の他

もっとＣＤを増やしてほしいです。

市内40代女性そ
の他

DVDの邦画をもう少し増やしてほしいです。マルサの女などの
監とくの作品。

市内60代男性公
務員

DVDの種類を増やして欲しい。

市内70代以上女
性主婦(夫）

CDのしゅ類をふやしてほしい。

市内70代以上男
性無職

CDの歌謡曲が少ない。新しいものを入れて下さい。最近は特
に少ないと思っています。よろしくお願いします。

市内60代男性そ
の他

演歌のCDは同じ歌手のCDが多すぎる。希望をとってもらいた
い。

市内60代女性主
婦(夫）

マンガ本でもろうあ者の事を書いた内容の本とかすごくために
なるマンガ本もある。マンガと言うくくりで図書館で購入してくれ
ないと言うのは良くない。リクエストは受け付けてほしい。

市内70代以上男
性無職

ビデオの収納区分の仕方がよくない。50音順で統一の方が良
い。

市内50代男性自
営業

さがしにくい。分類がおかしい本も多い。

市内60代男性そ
の他

旅行雑誌を借りたい場合、期限がすぎている人か返却しない人
がいるので「とくそく」等もっときびしく対応してもらいたい。少し
「あまい」管理を徹底してほしい。

図書館資料の延滞につきましては、ハガキ及び電話で
の督促をして資料の返却を求めています。延滞者に対
しては、利用停止の措置を行っております。

市内60代男性会
社員

DVDボックス裏面の監督名、時間、制作年度、スタッフetcの欄
に「シールを貼らないで欲しい」

市内70代以上男
性無職

CD,DVDの注意書きの紙じゃま、イラナイわかりきった事が大き
な紙に書いてある。CD,DVDへのゴム印の表示、タイトルの上に
押してあり、タイトルの文字読みにくい。ゴム印小さくして押す所
に気をつかって下さい。

市内70代以上女
性無職

本に貼るシートであらすじや本の照会が隠れてしまっているの
があります。残念です。気を付けていただければと思います。

70代以上女性無
職

和楽特に季節を絵・言葉等で楽しませていただいています。
FIGAROjapanも楽しませてもらいます。

今後もご利用お待ちしております。

市内60代男性無
職

購入してほしい本のリクエストが図書館内で簡単にできて、尚
かつ、その結果もわかるようなしくみを作ってもらいたいと思っ
てます。

図書館にあるリクエスト用紙にご希望の資料をご記入く
ださい。連絡方法を選択していただければ、結果を連絡
いたします。

ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせていた
だきます。
新しい本は、予約でずっと貸出されていて棚に戻らない
ものもあるので、スタッフにお尋ねください。
なお、蔵書の拡充につきましては、幅広い年齢の方々
に満足していただける選書を心掛けてまいります。具体
的なリクエストがございましたら、リクエスト用紙にご記
入ください。選書の際の参考とさせていただきます。

雑誌につきましては、分野やテーマ、対象年齢等を考慮
した上で、年間購入計画を立て、受入しております。
アンケートに記入された雑誌につきましては、次年度以
降の選書の参考とさせていただきます。

マンガにつきましては、リクエスト受付を行っていません
ので、ご理解をお願いいたします。

DVDの分類は、内容により分けております。
図書館の本につきましては、日本十進分類法（NDC）を
用いて分類されています。
ご理解をお願いいたします。

DVDジャケットのシールについては、図書館貸出用視聴
覚資料として必要事項を記載しているものですので、取
りはずすことはできません。また、ディスクのタイトル上
に蔵書印を押しているのは、盗難防止のためです。
なるべく気持ちよくご利用いただけるよう配慮させていた
だきます。ご理解をお願いいたします。
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市内60代男性そ
の他

雑誌の貸出し2週間→1週間に短縮してもいいのではないか。
予約1番のとき、前の方が返却されなくて1か月弱待たされまし
た。

雑誌の貸出し期間に関しましては、図書と同様２週間が
適正と考えておりますので、ご理解をお願いいたしま
す。

市内40代女性そ
の他

資料の中に前にかりた人のかしだしカードが入っていることが
よくあります。返却時などに、資料をよく確認していただきたい
です。羽村市立図書館ではかしだし、返却時に必ず確認してい
ます。

返却の際に貸出期限票等は取るようにしていますが、
再度徹底します。

市内70代以上女
性無職

予約の本棚にはどのような本が置いてあるのか気になります。
ティーンズコーナーでは順位が付けてあり、大人用もお願いし
たいです。

今後の参考とさせていただきます。

市内50代女性主
婦(夫）

借りたい本の予約は絶対できるのか。購入はしてもらえるのか
等わからない。インターネットで本の予約・購入依頼等できると
よい。

青梅市所蔵の本については、インターネット上で予約を
承っております。未所蔵の場合は、お手数ですが窓口ま
たは電話でリクエストのお申込みをお願いします。提供
方法は、購入のほか、他自治体や都立図書館等から借
用する場合もございます。

※設備について 図書館より

市内10代男性学
生

本を除菌する装置は、いつ使用するのか分からない。

本を閲覧される前や閲覧された後、また借りられた際や
返却時など、いつでもお気軽にご利用ください。ＲＳウイ
ルスやインフルエンザウイルスにも効果があると言われ
ています。

市内10代男性学
生

夏場はとくに児童を主に対象とした冷水器を設置されるとなお
よいとおもいます。

3階カウンター横に設置しております。対象年齢は設け
ておりません。

市内70代以上男
性無職

トイレは温水洗浄機付を希望します。
各階洋式トイレに備わっております。水が冷たい場合は
スタッフにお尋ねください。

市内70代以上女
性主婦(夫）

調べたい事が有り、机も有るといいと思いましたが、見当たら
ず、椅子も満席の感じでした。

市内40代男性会
社員

よく試験勉強（資格）でブースを利用していますが、満席の時も
多く、ブースを増していただけると嬉しいです。

市内10代男性学
生

自習席をあと少しだけ増やしてください。お願いします。

市内60代女性会
社員

テーブルは先客が居ると遠慮してしまうことがあるのでベンチ
式の長イスがもっとあると便利かなと思う。

西多摩地域10代
男性学生

自習スペースがこんでいて利用できないことがあるので、自習
スペースをふやしてほしいです。

市内40代女性無
職

席やテーブルすわる数がない。おそらく朝からせんりょうされて
しまっている。つかえず、よめないとか自分であいたイスを探す
こともあります。せんりょうしている人の中に勉強していて本よ
んでいる人ばかりではない時もありどくせんは、長時間はこまり
ます。

譲り合ってご利用いただきますよう、巡回時にお声掛け
してまいります。

市内50代男性会
社員

一般のコピーが出来るコピー機を用意してほしい。
図書館の複写機は、著作権法31条に基づいて図書館
に所蔵している資料について複写サービスを行うために
設置しています。ご理解をお願いいたします。

市内70代以上男
性無職

本棚の最下段は見にくい。もう少し上になるといいのだが。

市内60代男性会
社員

CD,DVDの棚について、もう少し目的の物が見つけやすくなるよ
うにはならないだろうか。

市内10代女性学
生

図書館に自習スペースのない市も多いと聞くので、中央図書館
の充実した自習スペースにはとても満足しています。ケシかす
を捨てられるごみ箱もとてもありがたいです（今日使用した机の
箱にらくがきがあったので取り替えてほしい。4階テラス側右か
ら3番めの席です）。

市内20代女性会
社員

自習スペースもあって仕事を片付けるのにとても助かっていま
す。これからも利用していきたいです。

市内60代女性そ
の他

インターネットを使ってみたいが、機械音痴なのでどうしたらよ
いか分からない。端末機に1回ふれたがやはり途中で操作が出
来なかった。窓口（スタッフ）の人にやり方（操作）を聞けるの
か？何か案内が出ていると良いのですが。

市内50代女性そ
の他

検索端末はあまりよくわからず少しこまった。

市内60代男性無
職

検索システムは今一歩不十分。検索方法に問題があるので
は。文字数漢字が使用不可ですよね。

市内70代以上女
性自営業

OPACが以前の物よりわかりにくく使いにくくなりました。

設置場所の確保等を考慮いたしますと、これ以上席を
増やすことは出来ないと考えます。ご理解いただきます
ようお願いいたします。

資料が取り出しにくい場合や、お探しの資料が見つから
ない時はお気軽にスタッフまでお声掛けください。

ありがとうございます。今後もご利用をお待ちしておりま
す。

システム入れ替えに伴い、ご不便をお掛けして申し訳ご
ざいません。ご不明な点がございましたら図書館スタッ
フにお尋ねください。
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市内50代男性会
社員

自習のみでの利用（特に学生）はかまわないのでしょうか？閲
覧席の左右に仕切りがあると利用しやすい。正面の目の高さの
すき間もどうにかしてほしい。

閲覧スペースは、調べ物や資料を使った学習にお使い
いただいております。また、中央図書館は、各フロアとも
広いスペースに低書架を配置し、圧迫感が少なく見通し
の良い読書空間を確保し、安全で快適に過ごしていた
だけるよう配慮しております。そのため、各閲覧席左右
の衝立や隙間の目隠し等の設置はしておりません。ご
理解いただきますようお願いいたします。

市内60代女性公
務員

勤め帰り、ロッカーがあると便利です。
場所の確保等を考慮しますと難しい状況であります。ご
不便をお掛けしますが、荷物や貴重品等は自己管理を
していただくようお願いいたします。

市内60代女性会
社員

足音（くつ音）がうるさいとのことから気をつけているが仕事帰り
等仕方ない時もある。利用者のくつを注意するよりも床材を検
討してはどうでしょう。

床全体に消音マット等を敷設すれば解消することは理
解しておりますが、予算的に厳しいこともありますので、
注意を促す貼り紙等で対応しております。

市内40代女性そ
の他

図書館によって、館内のけいこう灯が外されていて暗いところ
があります。本をさがすときにとても見づらいです。図書館内は
明るくしていただけるとありがたいです。

節電の為、照明を間引いております。暗い所がございま
したら、スタッフまでお声掛けください。

市内40代女性主
婦(夫）

自動販売機を図書館内に設置して欲しい。 エントランスに有りますのでご利用ください。

※環境について 図書館より
70代以上男性無
職

トイレがきたない。 清潔に保てるよう努めさせていただきます。

市内10代男性学
生

3階でも本を返却できるようにしてほしい。
3階カウンタースタッフは、利用者からの問い合わせや
ご案内をさせていただいておりますので、返却は2階カ
ウンターへお願いいたします。

市内70代以上男
性無職

3F4Fでも飲み物を飲める場所（コーナ）がほしい。同様に電話
できるブースがほしい。トイレの前あたりに。

休憩や電話をする際はテラスをご利用ください。

市内10代女性学
生

いつもありがとうございます！室温があつかったりさむかったり
するのが少し気になります。

エアコンの適正な温度設定を心掛けてまいります。

市内60代男性無
職

いつもごくろうさまです。※館内でコーヒーのめるのはすばらし
いことだと思います。

市内50代女性主
婦(夫）

いつも楽しく利用しています。ありがとうございます。冷暖房が
効いていて、ありがたいです。

市内10代男性学
生

過ごしやすいです。

市内40代会社員 開館日・時間が以前より増えて、良いと思います。

市内60代女性会
社員

TRCになって開館時間が長くなりよかった。

市内60代女性公
務員

とても利用しやすいので嬉しいです。駅前の利便性が高いのは
誇りに感じます。徒歩で利用できる圏内なので助かっていま
す。拡く開かれたイメージは大きいと。特に国家試験勉強や、大
学のレポート作成時など個人スペースを確保できたことはとて
も有難く感じました。若い方々も利用されているのを見ると頼も
しく、また、期待し、自分自身の励みにもなります。

西多摩地域60代
女性主婦(夫）

主婦が自宅以外で静かに集中できる場所として満足しておりま
す。

市内50代女性そ
の他

館内は広くて見やすくてキレイで良いと思います。

市内10代男性学
生

自習スペースや本がキレイでとても良いです。

市内60代女性そ
の他

騒がしい幼児を連れた親に注意してください。大変めいわくで
す。

市内70代以上男
性無職

子供のなき声やグズっているのは不快だ。

市内50代女性自
営業

子供さんが大声を出したり、騒いでいる時は、言いにくいとは思
いますが、きちんと注意してあげてください。（周囲にとっても、
本人にとっても）

市内70代以上女
性無職

学習席が受験期に満席になるが、そこで読書をしているシニア
を度々見かけますが声を掛けて読書席に移動していただく様し
ていただけたらと思います。

優先席以外は、どの席でも読書・調べ物をしていただけ
ますので、移動の声掛けはしておりません。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。声掛けを行っ
てまいります。

お褒めの言葉ありがとうございます。今後も皆様に気持
ち良く利用していただけるよう努めてまいります。
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市内60代男性会
社員

スマートフォンの充電を許可してほしい。理由：調べ物をスマー
トフォンでする場合が多く、長時間すると電池残量が気になるた
め。机上で在席している間だけでも許可してほしい。充電の放
置は禁止で良い。

電源は、パソコン利用の場合のみ使用可能とさせてい
ただいておりますので、ご理解をお願いいたします。

市内60代女性主
婦(夫）

本を入れるカゴがほしい。 3階にございますのでご利用ください。

市内50代男性会
社員

要望：ＷｉＦｉ設置 Wi-fi環境の導入を検討しています。

市内50代女性主
婦(夫）

2階が殺風景なのでグリーンを置くなどして欲しい。 今後の参考とさせていただきます。

市内50代女性主
婦(夫）

パソコンをもっと置き、アダルト等が見れない他は検索サイトも
自由に見れるようにしてほしい。

パソコンの利用状況から、パソコン台数については適正
なものと考えております。
図書館のパソコンは調査・研究のため、図書館サービス
の一部として提供しているものです。図書館という公共
の立場から一部フィルターによる制限をかけております
ので、ご理解をお願いいたします。

市内50代女性主
婦(夫）

自転車はどこに置いたらよいかわからない。

西多摩地域60代
男性会社員

駐輪場はございますか。

市内30代女性主
婦(夫）

いつも快適に利用させていただいています。ありがとうございま
す。20時までが、他の図書館もそうだったらなと思ったりはしま
す。

西多摩地域70代
以上女性主婦
(夫）

羽村の図書館と休みが一緒にならない様にしてもらえるとうれ
しいのですが。

市内70代以上男
性無職

開館時間→22:00にして欲しい。

市内10代男性学
生

自習スペースだけで良いので22時くらいまで開館していてほし
い。

市内70代以上男
性無職

昨年の4月から開館日がふえ（特に月曜）、時間も長くなり感謝
してます。無理を承知で言えば無休にしていただければうれし
いですが。

西多摩地域40代
女性主婦(夫）

火曜日はいいのですが（できれば）月曜日以外を休みにしてい
ただくとうれしいです。TRC青梅グループさんになって休館日が
減って助かってます。今日は席がないので帰ろうと思っていま
すが、「勉強する場がある」ということがうれしいのは、私以外に
もいる気がします。

市内60代男性会
社員

開館の時間をもう少し早めてもらいたい。

市内60代男性会
社員

机の上にリックサックやバックを置いている人がいる。スタッフも
別に注意したりしないが、机の上にリックサック等置くと感じが
良くないし不潔な感じもする。ぜひ禁止にしてリック、バック等は
机の下に置く様にしてもらいたい。

荷物を置いたまま1時間以上席をはずしている場合や、
通路の妨げになっている場合は、お声掛けさせていた
だきます。

市内60代男性会
社員

本棚に本が非常識なほど堅固に押し込まれて配置されており、
引き出すのが困難。市職員時代にはそのようなことはなかっ
た。

書棚の整理に努めさせていただきます。なお、棚に戻す
ことが困難な場合は、スタッフへお渡しください。

不明

高齢者が多い時代に入ってます。まずそこを意識して運営して
いるでしょうか？たとえば水分補給の必要性にきそくがきびし
い。ペットボトルの水をけいたいしています。そのボトルを見せ
ないようカバンに入れて下さいと注意されました。本来なら室内
は暑くかんそうしている部屋で長い時間本を読む時高齢者に
は、本が汚れるという理由で、水分補給ができないのは本末転
倒な理由ですね。細かい事はたくさんあります。

西多摩地域10代
女性学生

飲み物を一回一回外で飲むのが面倒です。

市内10代女性
ふた付きの飲み物だけでも館内で飲めるようにしてくれると嬉し
いです。

市内60代女性
自販のコーヒーではなく、カフェコーナがあって本を読みながら
本格コーヒが飲めるといいなと思います。

市内60代男性無
職

のみものをおかないほうがいい。
館内2階カフェコーナー以外で飲み物を置いている利用
者がおりましたら注意いたします。

市内50代男性無
職

朝からズーッと長い時間いる人います。いつもいる人です。時
間制にしてください。

図書館の閲覧席は、時間制限を設けておらず、今後も
設ける予定はございません。ご理解をお願いいたしま
す。

図書館では限られたスペース（2階エントランス、カフェ
コーナー、3階・4階テラス）で飲み物をお飲みいただけま
す。

図書館西側にありますのでご利用ください。

開館時間の延長や休館日の変更については、今後の
参考とさせていただきます。
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市内20代女性学
生

なんで2Fでコーヒーを飲んで良いのに他の階で飲み物を飲ん
ではいけないのか不思議に思いました。学校の図書館では、ふ
たが閉まる飲み物（ペットボトル・水筒）は持ち込んで、机下に
置いて飲んで良いので、そうしてくれたらもっと快適に利用でき
ると思います。

新聞や雑誌の新刊は禁帯出資料のため、館外には持
ち出すことができません。コーヒーを楽しみながらそれら
の資料を閲覧できるよう設けさせていただいておりま
す。

市内20代女性学
生

窓側の席に座ると、カーテン（？）が閉まっていても光が入って
きてまぶしいなと思いました。

すき間については、構造上の理由につきご了承くださ
い。

市内60代女性主
婦(夫）

時々、電話の着信に気づかないまま音を鳴らし続ける方がいま
す。マナーモードにして頂けるとありがたいです。

図書館ではマナーモードに設定するよう今後も周知して
まいります。

西多摩地域20代
女性会社員

資格試験前はほぼ毎日利用させて頂いてます。仕事帰りに利
用するので、基本夜ご飯をテラス席等でとるのですが、冬場は
寒いです。入口前のテーブルテラスを1人でも利用しやすいよう
に、配置、レイアウトして頂きたいと思っています。学生さんが
一生懸命勉強していたり、ご高齢の方が読書しているのを見て
いると、多様性のある素晴らしい図書館だと思いますので、今
後もさらなる発展を期待しております。

ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせていた
だきます。

※イベント・企画・サービス等について 図書館より
市内70代以上男
性無職

車無料復活してほしい。1Hでよい。

市内50代男性会
社員

駐車場サービスはまたはじめてほしい。

市内40代男性会
社員

駐車場の1時間無料制度を続けてほしい。

市内50代女性会
社員

駐車1Hサービスがなくなり不便になったので再考していただき
たい。

市内50代女性主
婦(夫）

車の駐車サービスも子連れで本を持ち帰ったり、雨の日の利用
時などないと不便。

市内70代以上男
性無職

以前のように駐車場を利用できるようにして欲しい。

市内40代女性そ
の他

車で来るのに不便で困る。以前のようにかべとうきゅうの1時間
無料サービスをぜひ復活させてほしい。青梅のように車で生活
する地域には必要なサービスだと思う。

市内60代男性会
社員

マイカーで来るので駐車場がなくて困る。

市内70代以上主
婦(夫）

映画の上映を楽しみにしております。

市内60代女性そ
の他

映画鑑賞月1回アリガトウございます。

市内60代男性無
職

映画会には毎回参かしてます。続けてくださることを希望してま
す。

市内50代女性会
社員

映画のイベント有難う！大きい画面で観たかったのでうれしい。
洋モノなので60名位で済むが、これで黒沢なんかやったらエラ
イ事になるんだろーなー（年齢層が）

入間市70代以上
女性主婦(夫）

駅の近くで大変足の便利がよく、すぐ寄れて嬉しいです。月一
回の映画の選定も良く楽しめます。ありがとうございます。

市内70代以上そ
の他

この場所にある事がありがたいです。この年令になってまだ、
保育園に勤めているので関係した本がたくさんありほっとしま
す。まだまだ仕事しているとギモン点が生じるので助かります。
月1回の映画嬉しいですね。人気があると見れない時があり、
それはいたしかたないですが60名決まっているようですが60番
までの番号ふだを作っていただけると嬉しいですよね。

市内70代以上男
性会社員

イベントコーナーでの映写会などは楽しみにしています。地域
の高齢者が気楽に集まって交流できる企画の実施を希望いた
します。

市内60代女性主
婦(夫）

飲み物は反対。それにより、よごれ・シミ等が多い。昔から図書
館の印さつの香りが好きなので飲み物により香りが不ゆかいで
す。

市内50代男性自
営業

カフェは「サービス向上」と言うが、コーヒーの苦手な人には
「サービス低下」。「利用者拡大のため」とも言うが、結局のとこ
ろ習慣性のあるコーヒーを毎日買わせ営業利益に結びつける
ことに行きつく。「サービス」とは一般に「無料」のものを指す。

市内50代女性自
営業

コーヒーは入口休けいスペースだけで飲むなら賛成です。

ありがとうございます。今後も皆様に喜んでいただける
よう努めてまいります。

平成30年3月31日をもって、中央図書館利用者への河
辺とうきゅう駐車場料金1時間割引サービスを終了しま
した。今後は、公共の交通機関での来館に、ぜひご協
力をお願いします。
なお、障害者手帳をお持ちの方は、引き続き割引サー
ビスをご利用いただけますので貸出カウンターで手帳を
ご提示ください。

館内の換気、消臭、ごみ箱の回収等にて快適な空間の
維持に努めてまいりますのでご了承いただきますようお
願いいたします。
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市内60代女性公
務員

カウンターに「本の相談窓口」があると良いと思います。たとえ
ば「こんな感の本・・・とか」

各階カウンターにお気軽にご相談ください。

入間市50代女性 入間市も使えるといいと思った。家から近いのでざんねんです。

入間市10代女性
学生

入間市の人でも本を借りることができたらいいと思います。

市内40代女性会
社員

これからも色々工夫していってほしい。

市内30代女性公
務員

保育園に通っている子供でも参加できるイベントをもう少し増や
してほしい。

市内60代男性無
職

老人が増加する世の中で図書館は意義ある場だと思う。PC利
用についてはインターネットだけでなくエクセルVBA（プログラミ
ング）や図書を使って学べるプログラミング環境があればよいと
思う。

市内60代女性公
務員

高齢者向けの講座開講も検討方お願いします。もう少し活気が
あっても良いと思うので、明るいイメージ作りもお願いできたら
…。

西多摩地域70代
以上女性主婦
(夫）

貸出期間が2週間をもう少し長くして欲しい。本にもよるでしょう
が、話題本は短く早くとか・・・。DVD等はネット延長できない
し・・・。

次に予約の方がお待ちでない本は、貸出期間中に１
回、ホームページ上から７日間の延長手続きが可能で
す。その場合、延長手続きをした日からの日数となりま
す。また、DVDなど視聴覚資料の貸出延長についても
検討しております。予約資料については、取り置き期間
を１週間とし、リクエスト資料の提供が早く出来るように
しています。

市内50代男性公
務員

本の貸し出し期間を14日間ではなく15日間にしてほしい。土日
しか開館時間帯に行けないのだが、土日に関しても必ず両方と
も行ける訳ではないので。

本の貸出期間は15日間です。次に予約の方がお待ちで
ない本は、貸出期間中に１回、ホームページ上から７日
間の延長手続きができますのでご利用ください。

市内50代男性公
務員

本を借りる時に出てくるレシートにその日に借りた本だけではな
く、今現在借りている本をすべて印字するようにしてほしい。以
前と同じように。気付かずに返しそびれてしまったことがあっ
た。

現行のシステムでは自動貸出機からは貸出処理した資
料のみの印字となります。
なお、ＷＥＢ上でご確認していただくことができますの
で、ご利用ください。

市内30代女性公
務員

インターネットからの延長を1回だけに限らず使用できるように
してほしい。

延長につきましては、より多くの利用者の方にご利用い
ただけるよう1回とさせていただいております。ご理解を
お願いいたします。

市内50代女性主
婦(夫）

本の返却のお知らせもネットでお知らせしてくださるとよい。

返却日のお知らせは行っておりませんので、ご理解をお
願いいたします。なお、図書館ホームページからパス
ワード登録をしていただければ、返却日の確認ができま
すので、ご活用ください。

市内40代男性公
務員

いつも有難うございます。自分が借りた本の履歴は検索できる
のですか？借りすぎて何の本をかつて借りたのかを失念してし
まい同じ本を借りてしばらく読み始めてから「おや？」っとなって
しまいます（笑）

図書館ホームページからパスワード登録をしていただく
ことで、貸出履歴の保存ができます。

市内70代以上男
性無職

図書館に無い本をリクエストして探してもらえるので大変重宝し
てます。本の取置期限は以前のように2週間にしてもらえたら尚
結構。

取り置き期間に関しては、市民の方により早く資料を提
供できるよう1週間とさせていただいております。ご理解
ご協力をお願いいたします。

市内50代男性会
社員

予約本の連絡が固定している（不満）宅電・携帯の選択ができ
ない。

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜り
ますようお願いいたします。

市内70代以上無
職

全集ものの、各巻の内容が検索段階で具体的にわかるように
していただきたい。

システムの都合上詳細が掲示されず申し訳ありませ
ん。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、具体的な
内容に関しましてはお問い合わせください。

市内20代男性

駐車場の1時間無料サービスがなくなったのは財政面の問題だ
と伺いましたが、ならば、新しく設置したコーヒーの自販機は何
でしょうか。すでに自販機は沢山あり、しかも東急は目の前に
あり、新しい自販機でコーヒーを買っている人はほとんど見掛
けません。もう一度市議会の福祉文教委員会でしっかり議論す
べき。

中央図書館の駐車場１時間無料サービス廃止の財源
につきましては、平成30年度から市内小中学校全校の
学校図書館に学校司書を配置する事業に充て、学校図
書館整備および児童・生徒の読書活動推進を図ってお
ります。各学校から大変好評を得ております。中央図書
館は河辺駅前という便利な立地ですので、公共の交通
機関にてご来館くださいますようご協力をお願いします。
なお、コーヒー等の自動販売機については、市の財政と
は無関係です。

入間市、飯能市に在住の方も青梅市利用者カードを作
成していただけます。棚にある資料でしたら貸出できま
すので、ぜひご利用ください。

今後も様々なイベントを行いたいと思っております。
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※スタッフについて 図書館より
市内50代男性無
職

スタッフの態度が悪い

市内60代男性無
職

受付の対応特に言葉使いNO

市内70代以上女
性無職

マスクをしたまま話をするのはいいがもう少し声を大きく話さな
いと老人には聞き取りにくいと思いました。図書館にかぎらず市
役所のウインドーもそうです。

他の方のご迷惑にならないよう声を落としていますが、
聞きとれる声の大きさに気をつけてまいります。

市内20代男性会
社員

図書館の職員が多すぎる。そんなに必要ない。羽村はもっと少
ない。人件費削減のために、もう少し減らしてほしい。その分、
他の人手不足の業種にまわしてほしい。

図書館の規模や階層、開館時間、来館者数およびサー
ビス内容から、適正な人員を配置しております。

市内10代男性学
生

スタッフさんが使用している本を運ぶ用具の音が気になりま
す。

本を運ぶ際は注意するようにいたします。

市内60代女性会
社員

何年か前ですが、暑い夏の日に年配の方が水筒の飲み物を飲
んでいたら職員の方が注意していました。確かにいけない事で
すが「熱中症に気をつけて」と言ってあげられないのかと”人”と
して不思議でした。

不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。今後は
飲料可能エリアのご案内等の対応に努めてまいりま
す。

市内10代男性学
生

机上に飲み物を出していれば、たとえ水筒であったとしても、注
意するのに対し、声を発して、周りに直接的な迷惑を掛けてい
るのに、それは注意をしていない。前者を口うるさく取り締まる
のならば、後者もそれなりに取り締まるべきだと思う。

対応が至らず申し訳ございません。他の利用者の迷惑
となる場合は注意いたします。

不明
これからもよろしくお願いいたします。変人がだんだん増えてく
ると思うので、対応がどうもならなくなった時の為に苦情専門の
人を配置しておくとよいと思われます。

今後もサービス向上に努めてまいります。

※その他について 図書館より
市内60代男性無
職

新聞よんでいる時間がながい人がいる。

市内70代以上男
性無職

読みものをもっていねむりしている人がいる。係員さんから注意
見回り巡回をして欲しい。

市内60代女性主
婦(夫）

寝ている人がいる（新聞をかかえて）

市内50代男性会
社員

右半身に障害があるが、入館（土日）の際、早く並んでいてもエ
レベーターに着くまでにどんどん追い越され危険を感じる。エレ
ベーターや階段まで職員が誘導してもらいたい。事故がおきて
からではおそいと思う。

土日祝日は、利用者が特に多い為、開館前に館内放送
を流し、事故防止に努めております。

市内70代以上男
性無職

毎回電話をいただきありがとうございます。ただいつも本人様
確認をされることです。我が家は妻と2人ぐらしなので、女性の
声でないかぎり本人なので。

利用者へ連絡する際は、すべての利用者に対して本人
確認を行っております。ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

市内50代女性自
営業

河辺図書館がなくなってしまい不便です。

市内60代男性無
職

中央図書館に近い東青梅市民センター、河辺市民センターの
図書室がなくなりましたが、小さい図書室にも大切な役割があ
り、必要としている人利用しやすいと考える人が多いのも事実と
思います。中央図書館の充実はありがたいですが、市民セン
ターの図書室も復活して欲しいと思います。

市内70代以上男
性無職

現状維持して下さい（今までより低下させぬため）

市内50代女性自
営業

特に不満はないのですが、飯能の図書館の方がコレコレ！とい
う本があることが多いのでやや満足です。

市内60代男性そ
の他

市民啓豪と子供教育の現場としての自覚を求めます。一.市民
として公共用施設を利用していることの自覚が必要。ニ.体育施
設は有料、光熱費の一部負担（利用料）も考慮するべき三.勤務
者の卑屈な態度を一新、利用者に対する前向積極姿勢の模索
されたし。たとえば①利用時間前のカードによる視覚間警告②
施設利用マナー不適切者への的確な指導（警告文の掲示）③
ルール・マナー啓発の活動をお願いする。「皆さんよく頑張られ
ています誠にお疲れ様です」

市内70代以上男
性無職

（TRC青梅グループが運営していることに対して）PR不足。

当日の新聞以外は、閲覧点数の制限をしておりませ
ん。時間が長い場合等は、お声掛けをいたしますので、
カウンターまでお知らせください。
ずっと寝ている方につきましては、巡回中のスタッフが
注意いたします。

申し訳ございません。接遇につきましては、指導してま
いります。

今後もサービス向上に努めてまいります。

長らく東青梅図書館および河辺図書館をご利用いただ
きありがとうございました。子育て支援施設として多くの
方にご利用いただいております。ご不便をおかけして申
し訳ございませんがご理解の程お願いいたします。
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市内40代男性会
社員

以前より、図書館内での飲みものについてアンケートがありま
すが、他人が集まる場所に於いては、公共のマナーが重要で
す。世代によって、しつけが異なりますので、ルールを決めた上
でスタッフが取り繕ってくれるなら賛同します。

中央図書館内では、２階カフェコーナーでのみ汚損対策
として蓋付き飲み物を持込んでの資料閲覧を認めてお
ります。3・４階での飲料に関しては、テラスのご利用を
お願いしております。また、館内においては飲み物を鞄
等の中にしまっていただくようご協力いただいておりま
す。

市内60代女性自
営業

昨秋、30代のママらしいグループが自宅へ訪ねて来、中央図書
館で館内でコーヒーを読んでいることをどう思いますか。と尋ね
ました。いけない事と思っている口振りでした。私は本を読みな
がらcoffeeを飲むことを楽しんでいます。と答えましたがこういう
意見もあるのかと意外に思いました。

市内60代女性主
婦(夫）

図書館の入り口に立って飲み物についてつべこべ言っているお
じさんはおかしい！！飲み物を飲む、飲まない、好き、きらいは
個人の自由だし、反対するのは法的にも人間的にもおかしい。
バカにするのもいいかげんにしろといつも言いたくなります
よ！！

市内60代女性そ
の他

返却の時バーコードを通す間、その場で待たされるのは、何か
理由があるのですか？

ＣＤ・ＤＶＤは返却の際、汚破損がないかを確認させてい
ただいております。

市内70代以上男
性無職

公立図書館として公的な運営、守秘義務等の観点から指定管
理制度はやめるべきだと思います。

市内50代男性公
務員

コーヒー販売にこだわる事業者なら変更して下さい。困ります。
←2Fに関して。

市内50代女性主
婦(夫）

においは飲み物より香水などの方が気になります。それよりも、
音・声の方が気になります。ビニール袋をガサガサ長くやってる
人もいますよ。

市内70代以上男
性会社員

●●●●の毎日ぐずぐず云うやつは追い出すべきだ。出入り禁
止にすべきです。

市内70代以上男
性無職

市の図書館としてはこんなものであろうと理解している。本を読
みながら飲食などはもってのほか自前のものならよいと思う
が、公共の本であるので絶体に×。逆にこの様な設問がある
方がおかしい。

中央図書館内2階カフェコーナーでは、資料の汚損対策
として蓋付きの飲料に限りご利用いただいています。

市内50代男性自
営業

アンケート文面が、コーヒー飲料の可否から、飲み物一般の可
否に今年から変わった。実体がわからなくなる操作がなされて
いる。

アンケートの文面変更は、中央図書館のカフェマシーン
の販売種類にコーヒー以外のものがあるためです。

市内50代男性自
営業

一般の投書は図書館に不都合なものも公平に公開してくださ
い。誤解に基づくいやがらせの類（たぐい）が出てきている。

図書館に寄せられたご意見・ご要望はすべて掲載して
おりますが、図書館に関係のないご意見や、同じような
要望はご意見としては承りますが、回答が変わらない限
り掲載は控えさせていただいております。

市内50代女性そ
の他

新聞閲覧中にカサをなくしたことがあったのが残念（結局でてこ
ない）。

荷物の管理は利用者自身にお願いしております。図書
館内での盗難や忘れ物の際は、カウンターまでお声掛
けください。

市内60代男性そ
の他

寄贈したらあまりいい顔をされないどころか蔵書にもならず、後
日その本を別に購入したときには本当に怒りを感じた！

ご寄贈ありがとうございます。
窓口での説明が足らず申し訳ございません。寄贈本の
事後の処理については、ご寄贈いただいた時点で図書
館に一任していただいております。図書館では寄贈本
の状態や図書全体の蔵書構成などを検討の上、所蔵・
非所蔵の判断をしております。今後は、丁寧な説明を心
掛けてまいります。

市内10代女性学
生

いつもありがとうございます。

市内10代女性学
生

いつもありがとうございます。

市内40代女性そ
の他

いつもありがとうございます。

市内60代男性会
社員

いき届いた施設である。今年も大いに利用したい。

市内30代女性会
社員

いつも大変有難く利用させていただいています。

市内30代男性会
社員

いつも気持ちよく利用させていただいています。ありがとうござ
います。

市内60代男性会
社員

これからも利用したいです。

市内60代男性無
職

気持ちよく利用させていただいています。

賛否があるのは承知しております。安心してご利用いた
だけるよう努力してまいります。

カフェコーナーをご利用頂きましてありがとうございま
す。今後もサービス向上に努めてまいります。

たくさんのお褒めの言葉を頂きありがとうございます。こ
れからもより一層快適な図書館を目指して頑張っていき
たいと思います。

周りに迷惑のかかる行為につきましてはスタッフが注意
いたします。
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市内10代女性学
生

テスト前とか、役に立っています。ありがとうございます。

西多摩地域70代
以上男性無職

清潔感や利用者が大人しく利用しやすい。

入間市10代女性
学生

家の近くの図書館よりも大きくて広くて本も多く、きれいで家に
近ければ毎日来たい図書館だと感じました！

市内70代以上女
性無職

駅前にあって利便性が良く満足です。

市内70代以上女
性主婦(夫）

駅に近く、自宅からも徒歩で来れるので大変ありがたく思う。
ゆったりとした中で調べものが出来るので満足しています。

西多摩地域40代
男性学生

これだけの資料や蔵書を貸出できる事ができ、素晴らしいし、
駅前でスタッフもいいし環境もいいし竹内前市長、浜中市長に
は感謝です。

市内70代以上女
性主婦(夫）

最近使用させて頂いております。まだくわしい在庫本の事はよく
判っていませんが新しい趣味を始めたので、本が高価な為これ
からも利用させて頂きたいと思っております。宜しくお願いいた
します。

市内30代男性会
社員

様々なニーズは寄せられるだろうが、個人的には今のスタイル
で満足。カフェは図書館でなくても良いと思う。運営がキツいな
ら積極的に寄付を募ったり、キャラクターやイベントの活用を考
えては。応援してます。

市内50代女性会
社員

いつも親切に対応してもらうのでありがたいです。飲み物を反
対している人がいるのをみますが、マナーを守れるならよいの
ではと思いますが…たまに3Fのいすでこそこそ飲食をしている
人がいるのをみますが、注意する方も大変ですね。きちんとマ
ナーを守れば何も問題ないのに、と思います。

市内70代以上女
性主婦(夫）

本離れの時代でも自由に新聞や雑誌etc見れたり無料で借りて
本が読めて幸いです。年を重ねると字の大きい本でないと読み
づらくなりました。又中学生向けの本等がいやしとなり夢中で読
み返したり楽しんでいます。少しでもテレビを消して本の世界に
入りたいと思います。三年半前より俳句を地区（長淵）で始め勉
強中です。もっと利用する努力したいです。

市内20代女性
私は、図書館は、とても良い所だと思います。楽しいです。利用
して、本当良かったなあと思いました。これからも、利用したいと
思います。よろしくお願いいたします。

市内50代女性そ
の他

週に1回程度利用しています。図書館にくるのは楽しみであり息
ぬきになっています。このままずっと図書館があることをのぞみ
ます。

市内60代男性無
職

図書館は絶対なくさないでください。

市内60代女性主
婦(夫）

お疲れ様です。

市内70代以上女
性主婦(夫）

ほぼ満足している。

市内70代以上男
性自営業

全体的にみて良いと思う。

市内10代女性学
生

特になし。とても良き。

市内10代女性学
生

特にありません。

市内70代以上男
性無職

特になし。

市内60代男性無
職

特になし。

市内70代以上男
性無職

なし

たくさんのお褒めの言葉を頂きありがとうございます。こ
れからもより一層快適な図書館を目指して頑張っていき
たいと思います。
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青梅市中央図書館 利用者アンケート 

 

青梅市図書館では、今後の図書館運営やサービス向上に役立てるため、利用者アンケート調査を実施します。ご

多忙の折恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

※この調査は無記名で、調査結果は統計的に処理いたします。 

 

A.あなたご自身についてお尋ねします。（あてはまる数字に○を付けてください。） 

性 別 １． 男    ２． 女 

年 代 １．10 代  ２．20 代  ３．30 代  ４．40 代  ５．50 代  ６．60 代  ７．70 代以上 

お住まい １．市内  ２．西多摩地域  ３．飯能市  ４．入間市  ５．その他（            ） 

職 業 等 
１．会社員  ２．公務員  ３．自営業  ４．学生  ５．主婦（夫）  ６．無職 

７．その他（                 ） 

 

B.図書館の利用についてお尋ねします。（あてはまる数字に○を付けてください。） 

①来館頻度 

１．ほぼ毎日  ２．週に１～３回程度 ３．月に２回程度 ４．月に１回程度 

５．年に１回程度 ６．はじめて ７．その他（                ） 

②来館目的 

１．資料の貸出・返却 ２．新聞・雑誌の閲覧 ３．図書の閲覧 ４．CD･DVD の視聴 

５．調べもの ６．自習 ７．インターネットの利用 ８．イベントへの参加 

９．家族・友人の付き添い １０．その他（                           ） 

③資料の検索方法 

１．館内検索端末（ＯＰＡＣ） ２．スタッフに聞く  ３．ホームページの蔵書検索 

４．直接棚を見て探す ５．特に探さない ６．その他（             ） 

④今回の滞在時間 

１．３０分未満 ２．３０分～１時間 ３．１時間～２時間 ４．２時間以上 

 

C.図書館イベント、サービス等についてお尋ねします（あてはまる数字に１つ○を付けてください。） 

①「おはなし会※」について 

※毎月第４土曜日の午前 11 時から、４歳以上を対象として実施 

１．参加したことがある ２．参加したことはないが知っている ３．知らない 

②「絵本の森※」について 

 ※毎月第１金曜日の午前10 時30 分から、2～4 歳児と保護者を対象として、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを実施 

１．参加したことがある ２．参加したことはないが知っている ３．知らない 

③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 

１．利用したことがある ２．利用したことはないが知っている ３．知らない 

④図書館内で飲み物を飲むことができることについて 

１．良いことだと思う ２．良くないことだと思う ３．どちらでもない 

⑤図書館内で飲み物の香りは不快に感じますか？ 

１．気になる ２．気にならない 

 

 

 

裏へ続きます→ 

平成３１年１月実施 

青梅市図書館 



D.中央図書館の満足度についてお尋ねします。（項目ごとに、あてはまる数字に１つ○を付けてください。） 

①大人向けの本の品揃え 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 ５．わからない 

【理由】 

②子ども向けの本の品揃え 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 ５．わからない 

【理由】 

③調べ物の資料や地域資料の品揃え 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 ５．わからない 

【理由】 

④新聞・雑誌の品揃え 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 ５．わからない 

【理由】 

⑤調べ物の相談 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 ５．わからない 

【理由】 

⑥開館日、開館時間 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 

【理由】 

⑦スタッフの対応･マナーについて 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 

【理由】 

 

Ｅ.総合的に見て、中央図書館にどの程度満足していますか？（あてはまる数字に１つ○を付けてください。） 

１．満 足 ２．やや満足 ３．やや不満 ４．不 満 

 

Ｆ.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？ 

   ※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。 

１．知っている ２．知らない 

 

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．知っている ２．知らない 

 

Ｇ.青梅市図書館へのご意見などございましたら、お聞かせください。（自由記入） 

 

 

 

 

 

以上で終了です。ご協力いただきありがとうございました。回収ボックスに入れてください。 

 

 


