
2017 年度 苫小牧市立中央図書館 お客様アンケート実施結果 

 

 日頃、中央図書館をご利用いただき、ありがとうございます。 

当館のサービス向上に向け、以下のとおり「お客様アンケート」を実施いたしました。回答いただい

た皆様には改めてご協力のお礼を申し上げます。以下のとおり、実施結果をお知らせしますので、どう

ぞご覧ください。 

 

１ 実施概要 

   

   

   実 施 期 間   2017年 10月 3日（火）～10月 15日（日） 13日間 

  実 施 方 法   期間中にご利用いただいたお客様に、回答用紙を窓口にて配布。記入後の用紙を、 

館内に設置した回収箱にて回収。 

  配 布 枚 数   500枚 

  回 収 枚 数   414枚 （ 回収率 82.8％ ） 

  総体満足度   94.17％（ 前年 94.10％ ） 

※ 全有効回答数に占める「満足」・「やや満足」と回答くださった方の割合。（ 全

質問項目の総計 ） 

   

 

２ 回答者様の属性 

 

  （１）男女比            （２）年 代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）来館目的  

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施概要 

２ 回答者属性 
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No. 設 問 満足 やや満足 やや不満 不満 有効回答数計 満足度 

１ 図書館は利用しやすいですか？ 284 119 8 0 411 98.05% 

２ 館内のどこに何があるか、わかりやすいですか？ 166 185 52 6 409 85.82% 

３ 利用登録や予約などの申し込みはしやすいですか？ 232 125 17 3 377 94.69% 

４ 職員の対応（挨拶・お声かけ等）はいかがですか？ 327 77 7 2 413 97.82% 

５ 館内は清潔に保たれていますか？ 340 61 12 0 413 97.09% 

６ 開館日の設定は利用しやすいですか？ 300 90 17 2 409 95.35% 

７ 開館時間の設定は利用しやすいですか？ 305 74 22 2 403 94.04% 

８ イベントや講座等の内容は充実していますか？ 156 163 28 4 351 90.88% 

９ 施設の備品や器具は使いやすいですか？ 195 146 30 5 376 90.69% 

10 施設全般について、使いやすいですか？ 250 133 12 2 397 96.47% 

全体満足度 （ 「満足」計 2,555人＋「やや満足」計 1,173人 ）÷全回答件数 3,959人＝94.17％ 

 

 

 

 

頂いたご意見・ご要望の中で特に多かったのは下記のご意見でした。 

詳細、回答につきましては別紙をご覧ください。 

 

 ・資料検索機についてのご意見   

 ・資料の充実に関するご意見 

 ・トイレの改修、改善に関するご意見 

 ・開館日、開館時間についてのご意見 

 ・イベントの充実についてのご要望 

３ 項目ごとの満足度分布 

４ 自由記入欄の要望 

アンケート実施結果の分析  

１ 属 性  回答の性別比は女性・男性が6：3.5（0.5は未回答）となっている。回答の割合として多いのは60代だが、前年度

より 10～20代の回答数が微増。また目的に関しては調査、その他といった貸出・返却以外の目的が微増という

結果となった。 

２ 満足度 全体満足度は前年から微増。ほとんどの項目が９０％を超える満足度の高い結果となったが、「館内のわかりや 

すさ」が前年度より微増ながらも努力目標。 

３ 要望等 検索機の利便性、スピードアップを望む声が変わらず非常に多い。また新刊に関する要望される声が多くあるた 

め、ニーズの把握を十分に行い、コーナーの案内等改善を検討する。 

          

このアンケートは、苫小牧市総務部行政管理室が定める「指定管理者制度におけるモニタリング実施要領」に基づき、市内各指定管理者が共通の項目で年１回実施するものです。 



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

1 時代のニーズにあう、発展した図書館をめざそう。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。

苫小牧市民の皆さまのニーズ、その時にあった要望を大切
にしながら、愛される、憩いの場としての図書館づくりに
励んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。

2
郷土資料関係の収集に工夫を！もっと知恵を出して
努力してみては…

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。

郷土資料の収集に関しては、図書館関連団体はもちろん、
市内各団体の皆さまにご協力いただき、資料収集に努めて
おります。また新聞等からはもちろん、市民の皆さまから
の日頃のやりとりも大切にしながら、情報収集に努め、収
集に繋げてまいります。ご意見ありがとうございます。

3 トイレをきれいに改装してほしいです。

１階トイレにつきましてはこの９月に吸排気に関する工事
を行い、臭気の軽減をはかりました。全体の改善に関して
は今後のご意見として参考にさせていただきます。今後と
も図書館をご利用ください。お待ちしております。

4 新刊がわかりにくい。

新刊の所在についてわかりづらいとのこと。案内図や棚の
表示等を見直させていただきます。お困りの時はお近くの
スタッフにお声掛けください、すぐにご案内させていただ
きます。

5
・営業時間の延長を望みます。・オパック使いづら
いです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
平成26年4月より開館日はすべて20時までの開館とし、以前
より延長いたしました。開館時間の延長につきましては、
予算等の兼ね合いもございますので、現在のところは難し
くあります。どうぞご理解くださいますようお願い申し上
げます。２４時間、３６５日ご利用いただける電子図書館
もございます。是非ご利用ください。
またOPACにつきましては、今年度機器更新を行いました関
係で、今すぐ改善がかないませんが、改善・機器更新時の
参考としてシステム担当へ申し伝えます。ご意見ありがと
うございます。

6
文庫本を含め新しいのは（小説類）5冊前後入れて
下さい。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
図書館には収集方針にのっとり、限られた予算内で出来る
だけ幅広いジャンルの本、雑誌、新聞など揃えるというと
ころで収集しております。人気のある本についても原則１
館１タイトル１冊とさせていただきたく思います。どうぞ
ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

7 とても満足しています。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
現状に満足せず、利用者の方にさらに満足していただける
よう、努力してまいります。今後とも図書館をご利用くだ
さい。お待ちしております。

8
返却された本はクリーニングして棚に戻して下さる
と嬉しいです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
返却された本につきましては、1冊ずつ破損、汚損等を確認
し、必要に応じて対応しております。また、カウンター近
くに本の殺菌消毒、ほこりの除去ができるブックシャワー
がございますので、ぜひお持ち帰りになる前や、読む前に
ぜひご利用ください。

記入総数 134件（うち「なし」・「特になし」3件については省略しております。）
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自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

9 とても使いやすく、対応も良く、満足しています！

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
今後も皆様に愛される図書館を目指して、スタッフ一同励
んでまいります。今後とも図書館をよろしくお願いいたし
ます。

10
書籍を検索する機器の検索文字が正確に合っていな
いとヒットしない点が大ざっぱにでも何かしらヒッ
トする形に改善されればより利用しやすいです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
現在の図書館検索システムはwebのようなフルテキスト検索
に対応しておらず、ご不便をおかけして申し訳ありませ
ん。困った時はスッタフへお気軽にお声かけください。

11 係員の親切にはいつも感じ入っています。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
利用者の皆さまへ気分良くご利用していただくためにも、
スタッフ一同努めて参ります。今後とも図書館をご利用く
ださい。お待ちしてます。

12
旅行案内、株式全般の本など、最新のものをとりそ
ろえてほしい。中には全く使えないものも有。（予
算がへっているのですね…たぶん）

図書館に資料に関する予算につきましては、平成２６年度
指定管理移行時より増額となりました。新刊につきまして
は、旅行案内含め新しいものを中心に毎週購入しておりま
すが、もし必要なものが見つからない場合は是非スタッフ
へお声かけください。予約やリクエストなど、対応させて
いただきます。

13

制度が変わったあとも、いつも通り利用できて安心
しています。年齢のせいか、能力のせいか、検索の
パソコンが使いにくく、ひたすら自分の目で探して
います。これからもよろしく。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
本をお探しなど、ご不明な点などありましたら、どうぞス
タッフへ遠慮なくお声かけください。お待ちしています。

14
新刊購入申込をネット上で出来ると良いと思いま
す。

いつもご利用いただき、ありがとうございます。
新刊購入申し込み、リクエスト受付をネット上で出来れば
大変便利ではありますが、図書館で購入する本について
は、１点１点所蔵状況や蔵書バランスなど鑑みつつ、検討
し、購入をしております。現在のところシステム的にもか
ないませんので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解い
ただけると幸いです。

15
スタッフの方、とても感じが良く、本を借りること
が以前より多くなったと思います。いつも、ありが
とうございます。

お褒めのお言葉をいただき、ありがとうございます。本を
借りることが多くなったと伺い、大変嬉しく思います。本
を借りる以外にも様々な行事等も行っておりますので、そ
ちらにもご参加いただけますと幸いです。

16
いつも利用させてもらって助かっています。これか
らもよろしくお願いします。

こちらこそいつもご利用いただきありがとうございます。
今後も皆様のニーズに応え、愛される図書館づくりに努め
ます。今後も図書館をご利用ください。お待ちしていま
す。

17

館内でのケータイtelの使用や、あまりにも騒がし
い人（特に小学生や平気で大きな声で話す人etc）
には職員の人が、利用ルール、マナーを教えてあげ
ると良いと思います。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
館内での携帯電話利用や、お話し声など、図書館スタッフ
からお声かけさせて頂いております。巡回時や本を棚に戻
す際、今後も充分注意してまいります。
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自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

18 駐車場が、大体いつでも満車です。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
文化公園の駐車場は公園を囲むように、体育館側（西駐車
場）、サンガーデン側（北駐車場）、港側（東駐車場）の
三ヶ所となります。港側の駐車場は比較的空いていること
が多いように感じますので、図書館までご足労をいただく
格好になりますが、そちらも含めてご利用いただけますと
幸いです。

19 とてもやさしく対応してもらい気分が良いです。
明るく丁寧な接客を心掛けておりますが、お褒め頂けます
とスタッフも大変喜びます。今後も皆様に愛される図書館
づくりに努めて参ります。

20
単行本が黄ばんだ古い本が多い。現在も出されてい
る作家の本だけでも新しくできないでしょうか。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
古い本や貸出回数が多く、現在出版されているものに関し
ては、状態をみて新しいものと入れ替えを行うこともござ
います。しかし、限られた予算でできるだけ多くの資料を
みなさまにお届けする使命もございます。たくさん方が利
用し、長く読まれている証として見ていただけると嬉しく
思います。

21
最新本が欲しい、年間どの程度新本が入るのでしょ
う。

新刊に関しては年間13,000冊ほど入ってまいります。予約
が入っているものに関しては、そのまま予約者へ貸出され
てしまいます。ご希望の本が無い場合は、お手数かと存じ
ますが一度スタッフへお声かけください。状況をお調べ
し、予約を入れるなどさせていただきます。

22
探す本をどうやって探すのかわかりづらい。案内図
はあるが、すこしわかりづらい。駐車場から少し遠
く、体力が無いときはしんどくてこれない。

本をお探しの際はスタッフへお声かけ頂くか、OPACという
検索機をご利用いただけます。OPACの使い方についてもご
案内いたしますので、お気軽にお声かけください。
また駐車場につきましては、公園全体の駐車場として３カ
所ありますが、一番近い駐車場が消防署側にございます。
敷地の都合上、ご不便をおかけして申し訳ございません
が、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

23 新しい本、話題の本もっと増やしてほしいです。

新刊に関しては年間13,000冊ほど入ってまいります。選書
の際、話題になっている本も購入するよう情報収集に努め
ております。新刊は予約が入っている事も多く、貸出にま
わるため、棚に並ぶまでいくらか時間が掛かるものもござ
います。ご希望の本が無い場合は、状況をお調べし、予約
を入れる、購入希望としてリクエストとして承ることもで
きますので、お手数かと存じますが一度スタッフへお声か
けください。

24 夏は暑く、冬は寒い（館内）

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
暖房については館内も広いため、場所によって温度が違う
事がございます。夏の暑さにつきましては、残念ながら冷
房設備ないためご不便をおかけしますが、ご理解いただけ
ると嬉しいです。今後の改修への参考とさせていただきま
す。ご意見ありがとうございます。

25
足が不自由なので、座って休むところが多くあって
ほしい。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。大変心苦しく思う
ところですが、限られたスペースですので、席の増設は難
しくございますが、イスの増設等参考意見として、今後の
検討事項にしてまいります。ご意見ありがとうございま
す。

26 どのようなイベントがあるのかよく知らない。

案内が分かりづらく申し訳ありません。
イベント案内については、１階エントランス入口のデジタ
ルサイネージ、図書館ホームページや毎月発行している
「図書館報ぱぴるす」での掲示、カウンターにてチラシの
配布などでご案内しております。また市の広報にも掲載が
あります。ぜひご参加いただけたらと思います。お待ちし
ています。
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自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

27 キッズ本コーナーのイスが固い。
予算の兼ね合いもあり、すぐの交換等叶いませんが、今後
の改善点として参考にさせていただきます。ご意見ありが
とうございます。

28 あったらいいな、リクエスト書物！！

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
ご存知かもしれませんが、所蔵にない本はカウンターにて
お声かけください。リクエストとして承り、検討後購入、
もしくは他自治体から取り寄せなどしてご用意いたしま
す。ぜひ具体的にお教えいただけたらと思います。

29
インターネットで個人が自分の履歴（借り出し記
録）を過去に遡り見れる様にして欲しい。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
現在のシステムではご自身の借り出し記録を見ることが出
来ないようになっております。現在図書館ではお子さん向
けに「ぶっくのーと」（記入式）、大人の方向けに「本の
手帖」（レシート貼付式）の読書記録手帳を発行していま
す。どちらもアナログな方法ではありますが、どうぞご利
用頂けたらと思います。

30 絵本がもっと増えるといいな。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
絵本は子どもの読書推進を図る立場としても、大切なもの
と考えており、毎週購入しています。新しい絵本も児童
コーナーの新刊棚にご用意しておりますので、是非ご覧く
ださい。また予約やリクエストも窓口で承っておりますの
で、ぜひスタッフにお声かけください。

31
孫が本好きなので月3回くらい来ます。Ｐがいっぱ
いの時、10冊以上借りた時、歩いて持ってくるのが
大変です。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
文化公園の駐車場は公園を囲むように、体育館側（西駐車
場）、サンガーデン側（北駐車場）、港側（東駐車場）の
三ヶ所となります。港側の駐車場は比較的空いていること
が多いように感じます。図書館だけでなく公園全体の駐車
場となっておりますので、ご不便をおかけし申し訳ござい
ませんが、なにとぞご理解くださいますよう、お願い申し
上げます。

32
週刊誌を借りたいと思っても古い去年のものは必要
ないと思うので気をつける事。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
雑誌は最新号をのぞき、貸出可能となっていますので、も
しご覧になりたいものが無い場合、予約と言う形で提供を
させて頂いております。是非スタッフまでお声かけくださ
い。
なお図書館の大切な役割の中に「資料の保存」と言うもの
がございます。古いものは古いものの、新しいものは新し
いもののそれぞれ価値があり、両方棚に並んでいる事が図
書館の良い点だと思います。ご理解くださいますよう、ど
うぞよろしくお願いします。

33

・さがしている本をPCでけんさくする時、とてもや
りづらいし、おそい。コンピューターのシステムが
古すぎる。例）カタカナをそのままうちこめないの
は非常にタイムロスだし、やりづらい。・絵本がい
たんでいるものが多く、悲しい気持ちになる。・職
員の方達の対応がいつもすばらしく気持ちが良い。

・検索システムについてご不便をおかけし、申し訳ありま
せん。システム更新の際のご意見として参考とさせていた
だきます。
・絵本に関してはいたんでいるもの、古いものなど、新し
いものが入手できる物については適宜購入し、交換してお
ります。入手不可能なものについては、修理をしながらの
利用となります。悲しいお気持ちにさせてしまい、心苦し
くありますが、ご理解いただけると幸いです。
・スタッフ対応につきましてお褒めいただき、ありがとう
ございます。今後も気持ち良い丁寧な対応をしてまいりま
す。

34 これからも新しい本や人気の本など入れて下さい。

ご利用ありがとうございます。
時流とニーズに合せた本、図書館が買うべき本など、丁寧
に選書し、皆様に利用していただけるよう努めて参りま
す。
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ご意見・要望 回答・ご案内

35
調べものをする場合、資料・本等が少ない。（市か
らの予算関係によるものと思われ、指定管理者の責
務は少ないでしょうが）

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
調べものに対応する資料は２階の参考郷土資料室に多く
揃っておりますが、ご案内が不足しており申し訳ありませ
ん。また具体的にどのような分野の資料が不足している
か、お教えいただけると幸いです。ぜひスタッフへお声か
けください。お待ちしています。

36
トイレ使用～水洗（ウォッシュレット）に変えて欲
しい。

トイレのウォシュレットは大変便利なものと思います。し
かしながら施設設備に関しましては修繕等の優先順位から
みますと、すべてのトイレを変更することは難しい状況で
す。ご要望は今後の参考とさせていただきます。どうかご
理解くださいますようお願いいたします。なお、ウォッ
シュレットトイレについては現在、１階女子トイレに１
つ、多目的トイレに１つ設置しております。

37 いつもありがとうございます。

こちらこそいつもご利用いただきありがとうございます。
今後も皆様のニーズに応え、愛される図書館づくりに努め
ます。今後も図書館をご利用ください。お待ちしていま
す。

38 対応に問題ありかナ？

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
対応に際して問題ありと感じられたこと、大変申し訳ござ
いません。日々適切で丁寧な接客に努めておりますが、今
後も研修等含め向上していくよう、指導してまいります。

39
延滞料金をとるべきだと思います。正しく使うため
には、大事にしてもらうためには借りる方も責任を
もつべきだと思います。

図書館の本は皆の共有財産であり。大事に扱っていただき
たいという気持は私どもも同じです。
延長料金徴収と言うのは、現在考えておりませんが、適切
に督促等を行い、スムーズな提供に努めて参ります。

40

最近、著者の順番が違っていることが多いように思
います。冲方丁<ウブカタ トウ>が「あ」の並びに
あったり、同じ著者の並びに違う著者の本が2～3冊
入っていたりします。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
本棚の整理につきましては日々行っておりますが、特に小
説の所に関しては動きも多い棚ですので、十分注意してま
いります。ご意見ありがとうございます。

41 親切で感じよいと思います。
ありがとうございます。これからも明るく丁寧な対応を努
めてまいます。

42

予算内で図書の充実は望む方が無理でしょうが、で
きるだけ市民の読みたい本を並べていただけるよう
お願いいたします。スタッフの皆さんはたいへん親
切で礼儀正しくありがたいです。

大切な資料購入費ですので、お客様のご意見を伺いつつ、
皆様のニーズと、図書館でなければ買えない本とのバラン
スを考え、購入してまいります。ご希望の本などありまし
たら、具体的にスタッフにお声かけいただきますと幸いで
す。
また対応につきましてお褒めの言葉ありがとうございま
す。今後も親切丁寧な対応に努めてまいります。

43 DVDの貸出等あると良いです。
DVDの貸出につきましては、様々な準備が必要なところでは
ありますが、ご意見のひとつとして検討してまいります。
ご意見ありがとうございます。
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ご意見・要望 回答・ご案内

44
トイレが臭いのと、トイレットペーパーが薄くて困
る。トイレ全体が不潔な感じがする。

１階トイレにつきましてはこの９月に吸排気に関する工事
を行い、臭気の軽減をはかりましたが、臭いが残るという
ご意見と全体の改善に関しては今後の参考にさせていただ
きます。またペーパーに関しては限られた予算の中でやり
くりしておりますので、現行のままとさせていただきま
す。どうぞご理解ください。今後とも図書館をご利用くだ
さい。お待ちしております。

45

・インターネットを初めてで使う時の設定を簡単に
してほしい（パスワードだけとか）・休館日がない
といい（年中無休、又は月よう日以外の日が休館日
だといい。）・PM9：00閉館だといい。（8：00では
なく）・職員の方の対応が良いのでビックリしてい
る。・1Fの空気がほこりっぽい感じがする。（私だ
けかも知れない、せきが出る）

・インターネットを初めて使う時の設定という事ですが、
インターネット予約についてという事でよろしいでしょう
か。もう少し具体的にお教えいただけると幸いです。
・開館日の拡大、開館時間の延長につきましては、予算等
の兼ね合いもございますので、現在のところは難しくあり
ます。２４時間、３６５日ご利用いただける電子図書館も
ございます。是非ご利用ください。
・スタッフの対応についてお褒めいただきありがとうござ
います。今後も感じ良い対応に努めます。
・館内換気については適宜行っておりますが、ご意見とし
て参考にさせていただきます。ご不便をおかけし申し訳あ
りません。

46
パソコンの利用方法がもっとわかりやすく説明され
ていればいい。

パソコンの利用方法についてですが、１階検索機には利用
方法について案内をご用意しておりますが、ご不明な点に
ついてはお気軽にスタッフへお声かけください。また２階
情報サロンではコンシェルジュがおりますで、操作につい
てご説明させていただきます。どうぞお気軽にお声かけく
ださい。

47 イベントには参加したことがないです。

イベント案内については、１階エントランス入口のデジタ
ルサイネージ、図書館ホームページや毎月発行している
「図書館報ぱぴるす」での掲示、カウンターにてチラシの
配布などでご案内しております。また市の広報にも掲載が
あります。ぜひご参加いただけたらと思います。お待ちし
ています。

48 検さく機が少しつかいにくい。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索機のには利用方法について案内をご用意しております
が、ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフへお
声かけください。検索のお手伝いをさせて頂きます。

49 職員等の対応非常に良い、指定管理になってから。

お褒めいただきありがとうございます。明るく、丁寧な対
応を心掛けておりますが、より一層親しみやすく、利用し
やすい図書館をめざしてまいります。これからも図書館を
ご利用ください。

50
まごと利用する時春休み・冬休み・夏休み等は図書
館には休まずにやってほしいです。

図書館をご利用いただきありがとうございます。
平成26年4月より開館日はすべて20時までの開館とし、以前
より延長いたしました。また長期休みは現在12/29～1/3の
年１回だけとなっております。
休館日設定なしという事に関しては、施設管理の関係等も
ございますので、現在のところは難しくあります。どうぞ
ご理解くださいますよう、お願い致します。

51
利用時間がもう少し長かったらいいのにと思いま
す。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。開
館時間の延長につきましては、予算等の兼ね合いもござい
ますので、現在のところは難しくあります。２４時間、３
６５日ご利用いただける電子図書館もございます。是非ご
利用ください。

6



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

52
新刊をいつもリクエストしています。ほとんど購入
してもらい感謝しています。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
具体的にリクエストを伺えますと、私どもも皆さんのニー
ズを知ることが出来ますので、大変助かります。これから
も図書館をご利用ください。お待ちしています。

53
５０音通りになってない時が有るのでまごつくこと
も。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
本棚の整理につきましては日々勤めておりますが、より一
層注意して進めてまいります。今後も図書館をご利用くだ
さい。

54

・全体的に本が古いので新しいものを取り入れてほ
しい　・子供の工作などを考える時利用するが本が
古くて参考になりにくい。冊数が少なくて借りられ
ないなどデメリットがあるので考えてもらいたい

図書館の魅力の一つに、古い本も新しい本も混在している
という点があると思います。毎週新刊は２００冊ほど入っ
てまいりますが、適宜入替など行う事で新陳代謝を図りな
がら、適切な資料提供を進めてまいります。工作等の本に
ついては選書担当にも申し伝えます。
お探しの本がない場合はどうぞお気軽にスタッフへお声か
けください。予約や取り寄せ、リクエストなど対応させて
いただき、必要な本をご提供いたします。

55

気持ちが落ち着く居心地の良い場所で職場の同僚の
女性もお子さんたちと時々おとずれるのを楽しみに
しているそうです。今後も利用させていただきま
す。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
小さいお子さんから大人の方まで、今後も居心地良い図書
館づくりを目指してまいります。お勤め先の方にもよろし
くお伝えください。図書館でお待ちしています。

56 スタッフの皆さんが親切、丁寧。
お褒めの言葉をいただき、大変嬉しく感じております。
今後も明るく、親切、丁寧な対応に努めて参ります。

57 検索機、反応が非常に遅いです。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索機の反応につきましては、システム担当にも申し伝
え、更新時へのご意見として承ります。ご意見ありがとう
ございます。

58 ２１:００くらいまで開館してほしいです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
開館時間の延長につきましては、予算の関係もあり、すぐ
にはかないませんが、今後の運営の参考とさせていただき
ます。また、２４時間、３６５日ご利用いただける電子図
書館もございます。是非ご利用ください。ご意見ありがと
うございます。

59 検索がうまくいかない時が多い。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。お探しのものが見
つからない際はお手数かと存じますが、スタッフへお声か
けください。ご案内をしたり、別途業務用の端末でお調べ
します。
また検索機の反応につきましては、システム担当にも申し
伝え、改善・システム更新時へのご意見として承ります。
ご意見ありがとうございます。

60
トイレの臭いをかいぜんしてほしい。子供の読み聞
かせの予定をわかりやすくしてほしい。

１階トイレにつきましてはこの９月に吸排気に関する工事
を行い、臭気の軽減をはかりましたが、臭いが残るという
ご意見と全体の改善に関しては今後のご意見として参考に
させていただきます。
また読み聞かせについては、毎月チラシや図書館報ぱぴる
す、ホームページ、図書館入口のデジタルサイネージでご
案内しておりますので、ご利用ください。ご来館をお待ち
しております。
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ご意見・要望 回答・ご案内

61
年々きれいに、使いやすくなっていっているので、
使う側としても気持ちよく利用できます。いつもあ
りがとうございます。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
清掃につきましては担当が毎日開館前、開館中励んでおり
ますので、大変喜ぶと思います。今後も利用しやすい図書
館づくりを目指してまいります。今後とも図書館をご利用
ください。

62

・借りた重い本を運ぶのに駐車場までが遠くて歩く
のが大変。　・駐車場に車をとめられない事が多
い。　・スタッフに質問しても、わからない事が多
い。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
駐車場につきましては、図書館へ一番近い駐車場が消防署
側にございます。公園全体の駐車場となっており、敷地の
都合上、ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理
解くださいますようお願い申し上げます。駐車場管理者に
は申し伝えます。

またスタッフへ対しては、月１回研修を実施し、研鑽をつ
んでおりますが、情報共有等も含め、全体のスキルアップ
に努めます。ご不便をおかけし、申し訳ございませんでし
た。

63
検索のパソコンの動きが遅い（検索に時間がかかり
過ぎる）

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索機の反応につきましては、システム担当へ申し伝え、
改善・システム更新時へのご意見として承ります。ご意見
ありがとうございます。

64 いつも有難く利用させて頂いています。
こちらこそいつもご利用くださり、ありがとうございま
す。今後も皆様のニーズを把握しながら、利用しやすい図
書館づくりを進めてまいります。

65
小さい子どもと参加できるイベントが増えるといい
です。

小さいお子さんのための定期的な行事として、毎週土日ど
ちらかにおはなし会、また隔週日曜には児童向けの映画上
映会を行っております。夏休み、冬休み期間や季節に合わ
せたイベントも行っております。イベントのご案内につい
ては児童カウンターでのチラシ配布やホームページ、玄関
のデジタルサイネージ、市広報などでもご案内しておりま
す。今後も楽しい催しを計画してまいりますので、ぜひご
参加ください。

66
開館時間がもう少し早いとありがたいときもありま
す。

いつもご利用いただきありがとうございます。
開館時間の延長につきましては、予算等の兼ね合いもござ
いますので、現在のところは難しくあります。どうぞご理
解くださいますようお願い申し上げます。２４時間、３６
５日ご利用いただける電子図書館もございます。是非ご利
用ください。

67
申し訳有りません。⑧のイベントなどあまり興味が
なくよく分かりません。ただいつも「ありがとう」
だけかナー。又、よろしくお願い致します。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
イベント案内については、１階エントランス入口のデジタ
ルサイネージ、図書館ホームページや毎月発行している
「図書館報ぱぴるす」での掲示、カウンターにてチラシの
配布などでご案内しております。また市の広報にも掲載が
あります。ぜひご参加いただけたらと思います。
今後も皆様に利用しやすい図書館づくりを目指してまいり
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

68
人との交わりが少ない中で図書館は私をささえてく
れてます。ありがとうございます。今後共よろし
く。

こちらこそいつもご利用いただきありがとうございます。
私どもも利用される皆様とお話させて頂く事で元気を頂い
ております。利用していただいてこその図書館ですので、
今後ともどうぞよろしくお願いします。
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69

前に来た時はあった本が無くなっていたのですがも
うないのですか？きかいでしらべてもありませんで
した。（ちなみに「とある魔術の禁書目録」という
本です。）新約しかなかったので残念でした。

「とある魔術の禁書目録」ですが、沼ノ端で所蔵しており
ます。もしお探しの本がない場合や、検索機の使い方のコ
ツ、ご予約方法などご案内いたしますので、是非スタッフ
へお声かけいただけたらと思います。お待ちしています。

70 本がきちんと整理されていて見やすかったです。
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
本棚の整理につきましては、図書館の大事な仕事として、
日々スタッフも励んでおります。

71 トイレきたない

このたびは不愉快な思いさせてしまい、申し訳ございませ
ん。
日々清掃に関しては、開館前開館中勤め、スタッフ巡回の
際も注意しておりますが、より一層留意してまいります。
また改修の際のご意見として参考にさせていただきます。
ご意見ありがとうございます。

72
もっとゆっくりと本を読むスペース（１人がけのイ
スとか）があるといい。もっと本を増やしてほし
い。

限られたスペース・予算ですので、席の増設は難しくござ
いますが、今後の改善検討事項としてまいります。

また新刊につきましては毎週入ってきておりますが、どの
ようなジャンルをご希望でしょうか。ご覧になりたい本が
棚にない場合は是非カウンターにお声かけください。また
「リクエスト」という形で購入や他館から借受をする形で
ご提供する方法がございます。カウンターにお声かけ頂け
たらと思います。

73
図書の検索のPCが重いためか非常に遅い。　※それ
以外は全く問題なし。非常に気持ちよく利用させて
いただいています。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索機の反応につきましては、システム担当へ申し伝え、
改善・更新時へのご意見として承ります。ご意見ありがと
うございます。

74
イベントが平日あるとうれしいです。ファミリー
ムービーのようなかぞくそろって夜に映画上映など
があるといいなと思います。

平日開催のイベントはお子さんと参加できるものでしょう
か？大人向けのイベントでしょうか。今後の参考にさせて
いただきたいので、ヒントを教えていただけると嬉しいで
す。また夜の上映会については11月22日から毎月第2・4水
曜日に図書館ナイトミニシアターを開催いたします。ご家
族で観ていただける上映作品の際にはぜひご来館いただけ
ると嬉しいです。

75 専門的な料理書がもっとあってもよいと思います。

ご意見ありがとうございます。選書担当に申し伝えます。
また本の購入につきましては全体のバランスを鑑みながら
選書しておりますが、具体的にご希望のタイトル等ありま
したら、ぜひスタッフへお声かけ頂けたらと思います。

76
OPACから出力した情報で本を探しにくい。具体的に
棚番号を標記してほしい。よろしくお願いいたしま
す。いつもお世話になっています！

現在のシステムでは本の情報と棚番号を結びつけることが
出来ないのですが、スタッフにお声かけいたきましたら、
棚までご案内いたします。
今後も図書館をご利用ください。お待ちしております。

77 利用しやすくなりました。
お褒めの言葉、ありがとうございます。今後も皆様にさら
に利用しやすい図書館づくりを行ってまいります。今後と
も図書館をご利用ください。

9



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

78 挨拶気持ちいいです。対応ほぼ親切です。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
「ほぼ」を「すべて」に出来る様努めてまいります。
今後も図書館をご利用ください。お待ちしております。

79 朝早くから開館してほしいです。

ご意見ありがとうございます。開館時間の延長につきまし
ては、現在のところ開館直後の利用人数はあまり多くない
状況にありますので、延長の検討はしておりません。いた
だいたご意見は今後の参考とさせていただきます。また、
２４時間、３６５日ご利用いただける電子図書館もござい
ます。是非ご利用ください。

80
新聞がとれる大きなコピー機を！！宜しくお願いし
ます。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
大きなコピー機の導入につきましては、予算の都合もあ
り、優先順位から見ますと、現在は設置が難しい状況で
す。ご要望は今後の参考とさせていただきます。どうかご
理解くださいますようお願いいたします。

81
職員の方の対応が非常によろしいです。お茶（茶の
湯、茶道）関係の図書が少ないと感じました。お花
（華道）も同様。

お褒めのお言葉ありがとうございます。
また具体的なご要望ありがとうございます。今後の選書の
参考にさせていただきます。
今後も図書館をご利用ください。お待ちしております。

82
とても雰囲気が良い。落ち着いて利用出来る。とて
も便利。

嬉しいお言葉ありがとうございます。
今後も便利に図書館をご利用いただけるよう努めてまいり
ます。

83

利用しやすさの基準があいまい。当館しか知らない
人と他の館利用者との認識に差がある。職員の対応
～個人差あり。民間委託（指定管理）当時の元気の
よい挨拶はほぼ少ない。ITRCのコンセプト不明。図
書館館長の存在感薄い。館長は鹿児島→函館→苫小
牧で何をしたいのか？例）としてツタヤの戦略はわ
かりやすい。①武雄②蛯名③多賀城④備中高梁先月
も市教委のアンケート返却しているが、市と管理者
の連携みえない。当館は指定管理者の点数評価に目
配りしているのかもと思われる。特徴ある苫小牧の
図書館～駅前活性化にむけて分館数量等まちづくり
の1つとしての図書館目指してほしい。

長きにわたって図書館をご利用いただき、ありがとうござ
います。
図書館では「苫小牧市図書館基本計画」に定められた基本
理念を元に「市民が等しく自由に、本や資料・情報を利用
でき、市民や地域に役立つ知の拠点となる図書館」を目指
しております。図書館の主役は利用者、市民の方々を考え
ており、バックアップしていく事が館長の役割の一つと
思っておりますが、市民の皆さまに親しみやすい図書館づ
くりを行っていきたいという方向性などはもっとPRすべき
ところかと思います。
いずれにせよ、市民の皆さまとコミュニケーションを図
り、より良い図書館をつくっていきたいと考えております
ので、もしお気づきの点などございましたら、どうぞお声
かけ頂けたらと思います。図書館でお待ちしております。

84 特になし。清潔感が有り好感。
年季の入った施設ではございますが、清掃担当が日々清掃
に努めておりますので、頂いたお言葉、大変励みになると
思います。今後も変わらず丁寧な仕事に努めます。

85
ウォシュレットがあればなおいい。たまに連絡ミス
があるので注意してほしい。

まず連絡ミスがあったこと、お詫び申し上げます。スタッ
フ全員で周知を図り、十分注意するよう指導いたします。
またウォシュレットについては便利なものと思いますが、
優先順位としてはまだ高くないと考えてますので、今後の
改善事項としてご意見を賜ります。ありがとうございま
す。
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自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

86
泊りがけで岩見沢から利用する人間より開館時間が
他より長いから助かってます。

遠方よりおいでいただき、ありがとうございます。胆振地
方の中では大きい図書館ですので、今後も地域の方に利用
しやすい図書館として努めて参ります。今後ともぜひご利
用ください。

87 仮カード3か月長いかな・・・

カードの再発行のための仮カードですが、期間を設けるこ
とで紛失したと思われるカードが見つかるという事がある
ため、３ヶ月と定めさせて頂いております。また複数回
カードを紛失される方もあり、カード一枚と言えど、限ら
れた予算の中で捻出しておりますので、現行ままとさせて
いただきたく思います。どうぞご理解ください。

88 検索機の速度が遅い

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索機の反応につきましては、システム担当にも申し伝
え、改善・更新時へのご意見として承ります。ご意見あり
がとうございます。

89

冬ソファに座って読みたいと思っても特に男の方が
足をひろげまん中に座っているので4人掛けのソ
ファを一人で使っている方が多いです。歳を取ると
学生さんの様に普通のイスだとつかれるのでソファ
に座りたいのですが・・・

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
もし館内が混み合っており、ソファのお席が足りないよう
でしたら、お手数かと存じますが、スタッフへお声かけく
ださい。

90
本の汚れや折り目が気になる。きれいに読んでもら
うよう注意するといい

返却された資料につきましては、汚れや折れ、忘れ物など
がないか確認しております。ひどく汚れていた際などは、
弁償対象となることもございますので、お声かけしており
ます。大切に扱っていただくための取組についても検討し
てまいります。ご意見ありがとうございます。

91 ⑧～⑩利用した事が無いので不明

イベント案内については、館内ではエントランス入口のデ
ジタルサイネージ画面でのご案内、図書館報ぱぴるす掲示
でのご案内、またカウンターにてチラシの配布などでご案
内しております。また図書館ホームページでもご案内して
おりますので、ぜひご参加いただけたらと思います。また
施設等、お気づきの点がございましたら、スタッフにお声
かけ頂ければと思います。今後ともご利用いただけたらと
思います。

92 小説の新刊が少ないと思う

新刊につきましては、小説も含め毎週２００冊ほど入って
おりますが、特に小説の新刊については予約が入っている
事も多く、すぐ貸出に回ってしまうものが殆どです。誠に
申し訳ございませんが、お探しのものがございましたらス
タッフへお声かけください。予約対応などさせていただき
ます。

93
市内唯一の文化的場所と感じています。大切にした
いです。いつも楽しく過ごせるところです。ありが
とうございます。

いつもご利用いただき、ありがとうございます。
市内にある様々な施設とも連携し、図書館だけでは成し得
ない事業拡大にも努めていきたいと思っております。
今後も楽しく居心地の良い施設として、私どもも大切な場
所として運営してまいります。

94
検索システムが遅く、本をさがしにくいです。地図
がついて、どこにあるか分かりやすいシステムにし
てはどうでしょう

ご意見ありがとうございます。検索システムが遅い件につ
きましては、システム担当へ申し伝えます。また本が探し
にくいというご意見につきましてもシステム更新時の際の
参考にさせていただきます。
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自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

95 トイレが少し古い感じがします。

建物が建設されて年月が経っておりますので、確かに古く
なってきておりますが、日々清掃担当が開館前、開館中と
清掃しております。またスタッフ巡回時にも気をつけては
おりますが、もし気になることなどございましたら、お手
数かと思いますが、お声かけ頂けると幸いです。私どもも
十分注意いたします。

96 サンガーデンは土日祝も19：00までにしてほしい。
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
サンガーデンへのご意見についてきましては管理者へ申し
伝えさせていただきます。

97

勉強をしている、したい人が多くいるようなので机
を増やしてあげたらいいと思いました。苫小牧の本
の場所を聞いたら、親切ていねいに教えてくれまし
た。ありがとうございます。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
スペースの都合上、机の増設は難しい所ですが、ご意見と
して参考とさせていただきます。
またお問合せ等、対応につきましては、今後も声のかけや
すい雰囲気を大切にしながら、丁寧に対応してまいりま
す。ありがとうございます。

98 落付いて、本を選べるので、満足しています。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
今後も皆さんの居心地のよい図書館づくりを目指してまい
ります。これからのどうぞ足をお運びください。お待ちし
ています。

99
毎週子供と利用しています。ありがとうございま
す。

こちらこそいつもご利用いただきありがとうございます。
お子さんたちにも楽しんでいただける図書館づくりに努め
ます。今後も図書館をご利用ください。お待ちしていま
す。

100 検索のPCが遅くて使いにくい

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索機の反応につきましては、システム担当にも申し伝
え、改善・システム更新時へのご意見として承ります。ご
意見ありがとうございます。

101 トイレがいまいち

トイレにつきましては、日々清掃担当が開館前、開館中と
清掃しております。またスタッフ巡回時にも気をつけては
おりますが、もし気になることなどございましたら、お手
数かと思いますが、お声かけ頂けると幸いです。私どもも
十分注意いたします。

102 トイレをもっとキレイにしてほしい

トイレにつきましては、上にもお応えさせていただきまし
たが、清掃、ゴミの廃棄等、スタッフも注意してまいりま
す。施設全体のものとしては、いますぐ改修等は難しくあ
りますが、今後の改善事項として参考にさせていただきま
す。

103

予約本が入ったとのメールがある時から来なくなり
困っています。とまチョップポイント1人1枚のはず
なのに15枚位持ってきてポイント加算している人が
居ました。他施設でもかもしれませんが徹底してほ
しいものです。ポイント自身も貯めていますが卑怯
なマネまではしたくありません。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
予約本のメールが届かなくなったとのことですが、システ
ム変更に伴い、2017/5/8より送信メールのアドレスが
toshokansend@opac.tomakomai-lib.jp へ変更しました。こ
ちらのメールが受信出来るよう、設定していただいており
ますでしょうか。もし設定された上で受信できないという
場合は、携帯電話ショップの方でご相談していただけたら
と思います。

またとまチョップポイントにつきましては、担当部署に報
告いたします。
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ご意見・要望 回答・ご案内

104
職員の皆さん、毎日ご苦労様です。皆さんとても親
切で明るくいつも利用させて頂いております。総て
の面で満足です。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
総ての面で満足と言うご意見をいただき、大変嬉しく感じ
ております。これからも一層皆様に満足していただけるよ
う、努めて参ります。

105
雑誌（私は主にドゥーパやオートバイなど）のバッ
クナンバーが見えにくいのでもっと借りやすくして
ほしいと思いました

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
本棚全体の取替えは難しいので、ご不便をおかけしてしま
いますが、次回改築等のご意見として参考にさせていただ
きます。ありがとうございます。

106 車が泊められない時が多々あります。

文化公園の駐車場は公園を囲むように、体育館側（西駐車
場）、サンガーデン側（北駐車場）、港側（東駐車場）の
三ヶ所となります。港側の駐車場は比較的空いていること
が多いように感じますので、図書館までご足労をいただく
格好になりますが、そちらも含めてご利用いただけますと
幸いです。

107 空調がきちんとされていれば言うことなしです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
ご不便をおかけし、申し訳ありません。古い建物なので、
今すぐの改修という訳にはいかないのですが、ご意見とし
て参考にさせていただきます。

108
子供の本のスペースにもう少しイスとテーブルがあ
るとうれしいです

児童コーナーも通路などのスペース上、椅子・テーブルの
増設は難しくありますが、ゆっくり本をご覧いただける場
として、おはなしの部屋がございます。靴を脱いでお寛ぎ
いただけると思いますので、よろしければそちらもご利用
ください。

109 トイレをきれいにしてほしい

トイレにつきましては、日々清掃担当が開館前、開館中と
清掃しております。またスタッフ巡回時にも気をつけては
おりますが、もし気になることなどございましたら、お手
数かと思いますが、お声かけ頂けると幸いです。私どもも
十分注意いたします。

110
とても良いと思っています。植物園付もとてもいい
です。

公園の中にありながら、雨や雪の日も緑がすぐそばにある
図書館はなかなかありません。私もとても良いと思ってお
ります。今後も図書館へおいでください。お待ちしており
ます。

111 照明を好きなように調節したい
照明はどちらの照明になりますでしょうか。全体の照明に
つきましては、個々の対応を承る事は出来ませんが、具体
的にスタッフまでお声かいただけると幸いです。

112
職員の皆様の接し方がとてもあたたかくかつ的確で
すので毎回感謝しております。ありがとうございま
す。

お褒めのお言葉ありがとうございます。私たちもいつもご
利用いただいているお客様に感謝申し上げます。今後とも
よろしくお願いいたします。
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ご意見・要望 回答・ご案内

113
本の好きな人が集まってカフェパーティーなどがあ
るとうれしい（参加したい）

必然的に本好きが集まるのが図書館、すてきなアイデアを
ありがとうございます。前向きに検討させていただきま
す。

114
インターネット3台しかありませんが増やしていた
だきたい。

情報サロンのインターネット用パソコンは３台となってお
りますが、調べ物のためにネット接続しているパソコンも
２階参考郷土資料室にご用意しております。またパソコン
以外にもiPadを５台ご用意しておりますので、もしよろし
ければそちらもご利用ください。

115
いつも気持ちよく利用させてもらっています。遅く
まで開いているので仕事帰りでもゆっくり来られて
助かります。

いつもご利用いただきありがとうございます。
開館日はいつでも夜８時までご利用いただけます。ご来館
をお待ちしております。

116
写真のレパートリーふえないかなあ…ってワガママ
です。

いつもご利用いただきありがとうございます。
写真というのは写真集のことでしょうか。所蔵資料を見直
し、今後の選書際の参考とさせていただきます。また具体
的に動物・建築・風景等のご要望がありましら教えていた
だけると嬉しいです。ご意見ありがとうございました。

117
とてもすきな場所です、働きたいくらいです。これ
からもすてきな場所でありつづけてほしいです。

ありがとうございます。これからもすきと言ってもらえる
図書館であるよう心掛けてまいります。

118

週に2度程利用しているが、よく見かける利用者の
方が見るたびに職員の方に大きな声をあげている様
に見えて嫌な気分になる。いいがかりをつけている
様子にみえて声だけでめいわく。

不愉快な思い、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありませ
ん。
声が大きめになるお客様にはこちらからその都度お声かけ
しておりますが、他の方のご迷惑にならないよう、配慮し
てまいります。

119

１．館内で読んだ本の返却は自分で返さずに返却台
を設けてそこに置くのが良い（何冊も持っていると
どこにもどすか分からなくなる） ２．本の利用延
長のときは、インターネットでできようにしてほし
い（帯広図書館はできた）３．個人的には教育関係
の専門書を充実してほしい

1階フロアには2か所返却台がございますので、わかりづら
く申し訳ございません。次回よりぜひご利用いただきたい
と思います。見当たらない場合はお声掛けください。ま
た、インターネット等での貸出延長処理については検討さ
せていただきます。教育関係の専門書の充実というご意見
については今後の選書の参考にさせていただきたいと思い
ます。ご意見ありがとうございました。

120

いつもいろいろと教えていただき非常に助っていま
す。ここで借りた本を、沼ノ端のコミセンで返却で
きる点も、ものすごく助かっています。まだ予約を
したことがないので利用してみたいと思います。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
中央図書館だけではなく、コミセンもご利用いただき嬉し
いです。もっと便利に図書館を活用いただけるようお手伝
いさせていただきますので、お気軽にお声掛けください。
予約についてもお近く、または利用のしやすい図書館へご
用意できますので、ぜひご利用ください。お待ちしており
ます。

121
本の予約の方法が分かりにくいので、予約方法の案
内を出してもらえると利用しやすくなります。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
予約の方法には用紙へ記入して窓口へ出していただく来館
予約、館内の検索機から行うOPAC予約、インターネットか
らのWeb予約の3種類がございます。それぞれの案内方法に
ついて見直しをさせていただきます。ご指摘ありがとうご
ざいます。
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122
館内の布製ソファーの汚れが気になります。本がつ
まりすぎて取り出しにくい。子供の声（さわいだ
り、泣いたり）が気になります。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
ソファーの汚れについては館内全体を点検し、改善を検討
してまいります。また本が取り出し辛くご不便をおかけし
て申し訳ございません。気をつけて書棚を整理いたしま
す。
子どもの声が気になるとのことですが、こちらも注意して
まいりますが、元気な印と寛容な心で受け止めていただけ
ると大変嬉しく思います。
今後もどうぞご利用くださいますようお願い申し上げま
す。

123 駐車場が少ない　本がどこにあるかわかりずらい

文化公園の駐車場は公園を囲むように、体育館側（西駐車
場）、サンガーデン側（北駐車場）、港側（東駐車場）の
三ヶ所となります。港側の駐車場は比較的空いていること
が多いように感じますので、図書館までご足労をいただく
格好になりますが、そちらも含めてご利用いただけますと
幸いです。
また、本の所在についてわかりづらいとのこと。案内図や
棚の表示等を見直させていただきます。お困りの時はお近
くのスタッフにお声掛けください、すぐにご案内させてい
ただきます。

124
旧旭町（現裁判所地域）図書館にて利用し、隔世の
感がございます。机、椅子、学習の充実が上記の利
用Pointです。

旭町より移転しまして29年となりますが、長きにわたり図
書館をご利用いただき、ありがとうございます。これから
も皆様に利用しやすい図書館を目指してまいります。今後
も図書館をご利用くださいますよう、よろしくいお願いい
たします。

125 料理本、手芸、雑誌等種類をふやしてほしい

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
ご希望をいただきましたが、具体的な料理・手芸の内容
や、雑誌タイトルがありましたら教えていただけると嬉し
いです。参考にさせていただきたいと思います。今後も蔵
書を充実させていけるよう努めてまいります。

126
以前行っていたぬいぐるみのお泊りなど子供が図書
館にいきたくなるイベントを行ってもらえるとうれ
しいです。

2014年から始めた「ぬいぐるみのおとまり会」は年に１回
クリスマスの時期に開催しております。2017年も12月に開
催予定です。小学生以下のお子様がいらっしゃいました
ら、ぜひご参加、お申込みください。お知らせは館内での
掲示のほか市の広報でも行っております。

127
夜8時までやっているので便利です。本もたくさん
あり利用しやすいです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
今後もたくさん本をご利用いただけるよう、努めてまいり
ます。

128
子どもが借りる本を探しに来るのですが、きちんと
整理されていて見やすいです。そしてきれいな図書
館なので気持ち良いです。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
いただいたお褒めのお言葉を忘れず、今後も清潔で整理さ
れた図書館であるよう努めてまいります。
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129

ネット検索・予約を利用していますが、システムが
使いづらいです。（だいぶ前ですが）以前のリ
ニューアル前の方が使いやすかった。具体的には、
検索画面から大もとのホームページ画面にもどれな
い、お気に入りに登録できる数を増やしてほしい
（現在50冊）、検索して複数予約したい時など、い
ちいち検索画面にもどらないといけないのが面倒。
お気に入りから予約した場合、自動的にお気に入り
から削除されるとなおよい、とかいろいろ、もう一
度、使い勝手を見直ししてほしいです。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。
検索システムについては、次回更新時へのご意見として参
考にさせていただき、使いやすいシステムになるよう進め
ていきたいと思います。ご理解下さいますよう、お願い申
し上げます。

130
いつも気持ち良く利用させていただいています。特
に職員の方の対応はすばらしいと思います。新刊を
もう少し多くしていただきたい。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
さらにお褒めのお言葉をいただき嬉しいです。
新刊をもう少し多くとのことですが、具体的にどのような
本をお求めでしょうか。参考のため教えてください。

131 トイレが子供でも使えるようにしてほしい。
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
児童コーナーに子ども用トイレがございます。
数に限りがございますが、どうぞご利用ください。
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