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苫小牧市図書館協議会定例会 

会 議 次 第 

 

 開催日時  令和元年 5月 30日（木）午後 2時 30分 
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１．2018（平成30）年度　事業報告

（１） 行事・事業実施一覧

No. 新規

1 年度内 10回 111組 232人 82組 168人

2 年度内 12回

3 〇 年度内 9回

4

5

6

〇
（言葉でつむぐ
　　　　　アフタヌーン朗読会

7月29日 一般 92人 ―

9

フリーアナウンサー田中隆子氏による大人の
ための朗読会
朗読│田中　隆子氏（元STVアナウンサー
　　　札幌ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
　　　　　　　　「朗読110番」理事長）

（子ども俳句教室 7月29日 児童 6人 7人
小学生を対象とした俳句制作教室。公園内の
吟行、会員による講評等。
協力│苫小牧俳句協会

（和綴じをやってみよう！ 7月28日 児童・一般 9人 13人
図書館スタッフによる和綴じ製本のワーク
ショップ

サンガーデン池ステージを会場とした朗読、
及びギター演奏
協力｜演奏　竹形貴之氏（千歳市・ｷﾞﾀﾘｽﾄ）
　　　朗読　朗読サークル「響」

（本のばくりっこ市 7月28日 一般
186人

1,564冊
181人

1,366冊
参加者間の交換、図書館不要資料の有効活用
協力｜図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

「苫小牧アートフェスティバル実行委員会」
企画による出光カルチャーパークを中心とす
るアートイベント

（クレヨンで図書館の窓に
　　　　　　　絵を描こう♪

7月27日 児童 7人
22人

（3日間）

アートフェスティバルプレイベント。
小学生・中学生を対象に１階 児童コーナー
の窓に専用クレヨンで季節に合わせた絵を描
いてもらう来館誘導ベント

61人

苫小牧アートフェスティバル事業

（朗読とギターの夕べ 7月28日 一般 46人 111人

8

図書館文化セミナー事業 年度内３回 一般対象の文化講演／講座事業

（高畠那生さん講演会
「高畠那生の絵本のはなし」

講師｜森山弘毅氏 （市内・釧路公立大
　　　名誉教授）

（郷土セミナー「第一洋食店・洋食
と文化」

2月23日 一般 83人 43人 講師｜山下　明氏（第一洋食店　店主）

10月13日 児童・一般 58人 79人
講師｜高畠那生氏（絵本作家）
共催｜苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会

（古典セミナー（古典を楽しむ）
「万葉の旅　再発見―「帰郷した防
人」伝承・「妹背山」の成り立ちな
ど―」

12月8日 一般 76人

既配布500冊
既配布500冊

既配布500冊
既配布500冊

読書習慣定着に向けた読書手帳の配布事業

7

子どもの読書週間事業

（おはなし広場 5月3日 児童 74人 40人
協力団体による児童向けおはなし会
協力｜苫小牧子どもの本の会

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば
乳幼児
保護者

乳幼児/保護者向けの読み聞かせ、絵本紹介
協力｜図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

おはなし会（定期）
乳幼児
保護者

212人 185人 図書館スタッフによる読み聞かせ

ミニワークショップ
児童

保護者
55人 ―

図書館スタッフによる
　　　　児童向け工作ワークショップ

事業名 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等

2018（平成３０）年度　苫小牧市立中央図書館協議会　定例会議説明資料

 ２０１９（令和元）年５月３０日

指定管理者 TRC苫小牧グループ

外国語版利用案内の配布（英語） 通年 一般 ― ― 多文化サービスの一環としての配布。

子どもの読書週間（4/23-5/12）記念行事

（一日司書 4月29日 児童 10人 10人 一般公募による児童向けの職場体験事業

よみきかせまっぷ配布 通年 一般・児童 ― ―
市内で定期開催される読み聞かせイベントを
網羅的に掲載したマップの配布。

ぶっくのーと配布事業
4月1日～
10月1日～

児童



No. 新規事業名 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等

○

苫小牧市立中央図書館30周年記念事業

（石橋真樹子さん原画展
8/1

～8/12
児童・一般 ― ―

絵本「フェリーターミナルのいちにち」
　　　　　　　　　　　　　　　原画展示
協力｜石橋真樹子氏（絵本作家）

（図書館を使った調べる学習コン
クール　表彰式

11月24日 児童 24人 14人 共催｜苫教研学校図書館教育研究部会

製作・提供│林野庁（農林水産省）

（調べものﾏｽﾀｰになろう！
　　　　～自由研究大作戦～

7月21日 児童 8人 5人
児童を対象とする自由研究、図書館を使った
調べる学習コンクール向け講習

小学生対象の調べる学習コンクール。優秀作
の選出／表彰、及び展示。

（第４回苫小牧市 図書館を使った
調べる学習コンクール

9/1～
9/30募集

児童 39作品 34作品

入選　9作品
後援｜苫小牧市教育委員会
協力│苫教研理科研究部会・苫教研社会科研
究部会・苫小牧市科学センター

苫小牧市 図書館を使った調べる学
習コンクール事業

（樹木マンガ『リン子の絵日記』
　林業マンガ『お山ん画』ﾊﾟﾈﾙ展

6/30～7/22 児童・一般 ― ―

14人
図書館ボランティア活動希望者を対象とした
活動導入研修会

（ボランティア意見交換会
　　　　　　　＆研修会（個人）

2月22日 一般 7人 4人
個人（ﾌﾛｱﾜｰｸ）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対象の意見交換会。
活動上の疑問集約、活動方針の共有・研修な
ど

（ボランティア意見交換会
　　　　　　　　（団体）

2月7日 一般 11人 12人
ボランティア団体対象の意見交換会。活動上
の疑問集約、活動方針の共有など。

入選 29点 表彰式 11/3 作品展示11/3-11/11

14

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ向け研修等機会の提供

（朗読研修会 9月14日 一般 14人 16人

音訳、対面朗読に協力いただいている朗読ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱに対する専門講師による実践指導
講師｜田中隆子氏（札幌市・朗読団体代表）
対象｜苫小牧市朗読赤十字奉仕団　団員

（学校図書館ボランティア研修会
　　　（修理講習会　実践編）

1月22日 一般 25人 26人

市内小中学校で活動するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを対象とす
る本の修理講座
講師｜ルリユール（図書館修理ボランティア
代表　今成みゆきさん）
共催｜苫教研学校図書館教育研究部会

市内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対象の研修機会の対象

（ボランティア養成講座 6月16日 一般 12人

13

読書感想文・感想画ｺﾝｸｰﾙ事業
優秀作品の選考／表彰／展示
共催｜苫教研学校図書館教育研究部会

（夏休み読書感想文ｺﾝｸｰﾙ 7月作品募集

（冬休み読書感想文ｺﾝｸｰﾙ 1月作品募集 児童 応募数135点 応募数119点
入選　32点
表彰式 3/2（3月に夏・冬作品集発行）

児童 応募数257点 応募数277点 入選 66点 表彰式 10/27

（夏休み読書感想画ｺﾝｸｰﾙ 7月作品募集 児童 応募数91点 応募数60点

12

読書週間行事 読書週間（10/27-11/9）記念行事

（工藤ノリコさん絵本原画展
10/27

～11/11
児童・一般 ― ―

絵本「ノラネコぐんだんシリーズ」原画展示
協力｜工藤ノリコ氏（絵本作家）

（大人向けおはなし会
「おはなし玉手箱」

11月2日 一般 39人 46人
ボランティア団体と協力して行う一般対象の
お話し会

終戦記念日に合わせた平和学習行事

（戦争・平和関連資料展示 8月 児童・一般 ― ―11

平和祈念旬間行事

（平和祈念アニメ上映会 8月12日 児童 13人 5人 アニメ作品「ウミガメと少年」の上映

学校図書委員交流会の一環として開催

（１日司書体験（夏） 7月7日 児童 15人 13人 小中学校の図書委員が対象とした1日司書体
験
共催│苫教研学校図書館教育研究部会（１日司書体験（秋） 11月10日 児童

10

苫教研学校図書館教育研究部会連携事業

15人 15人

16

15



No. 新規事業名 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等

○

○

○ のべ 90人

17

18 のべ 933人 のべ 744人

19

20

21

22 ○

23

24 ○

25 ○

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 年度内 51回

図書館イクメン講座 3月24日 一般 6人 ―

市内男性保育士による読み聞かせと子育てに
関する講座
講師│八巻和矢氏（なかの保育園）
　　　東梅茂俊氏（沼ノ端おひさま保育園）

ICT&ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ活用講座
　　　　　「はじめてのiPad」

3月21日 一般 7人 9人
初心者向けiPad操作とｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱについての
講座
講師｜ICTコンシェルジュ（自館）

図書館ミニシアター 児童・一般 846人
875人

(48回開催）

上映許諾資料の無料上映会／対象別に隔週開
催
※「定例ビデオ上映会」の改題

雑誌リサイクル市 3月16日 一般 1,508冊 1,656冊 除籍雑誌の市民への無償配布

（児童バレンタイン企画）
処方箋～ときめき♥ﾋﾟｭｱｽｲｰﾂ～

1/26
～2/14

児童 59セット 20セット
バレンタインにあわせた絵本のセット貸出
（追加含め、低中学年42セット
　　　　　　　・高学年17セット貸出）

市民のための医学講座 第３回
「在宅緩和ケアを知ろう！」

1月19日 一般 82人 81人

講師｜蓮池　史画氏、小津　美智子氏
　　　(苫小牧ひばり緩和ケアクリニック）

共催｜王子病院、市立病院、苫小牧
　　　ひばり緩和ケアクリニック
　　　とまこまい医療介護連携センター

ハッピーバッグ2019 1月4日～ 児童 40セット 30セット※
各テーマにあわせた絵本のセット貸出
1/6、全セット貸出終了　※ﾊｯﾋﾟｰｾｯﾄ2018

本の手帖2019 1月4日～ 一般 既配布500冊 既配布500冊 貸出レシート貼付形式の読書手帳の配布

ぬいぐるみおとまり会

ぬいぐるみのクリスマスおはなし会 12月23日 児童 81人 52人 ぬいぐるみおとまり会に伴うおはなし会

ぬいぐるみのクリスマスおとまり会 12月23日 児童 20人 19人

郷土人紹介企画
　「苫小牧はじめて物語」

9/30～
3/31～

一般 ― ―
地域デジタル情報配信事業
第４回　山下　十治郎氏
第５回　小林　正俊氏

―

Baby　Art～キラキラ撮影会 10月20日
乳幼児
保護者

30人 ―
絵本の一場面を作成したものを背景に使った
乳幼児の撮影会。SNS効果を狙ったもの

終日ミニシアター
　「映画の日　オールデイ
　シネマ！ イン ライブラリー」

12月1日
一般
児童

68人 ― 上映許諾資料の無料上映会と上映参加・本の
貸出によるスタンプラリーでビンゴを行い、
達成者には図書館手作りのステッカーや雑誌
の付録を贈呈する事業映画と本

　　スタンプラリーでビンゴ★
12月1日

一般
児童

31人

英語 de おはなし会
「英語でおはなし聞いてみよう！」

9月8日 児童 20人 158人

英語による絵本読み聞かせや手あそびなどを
行う
協力｜アーサー・ウォーリナー氏
　　 （苫小牧市所属ALT）

30周年記念して行う、児童・一般対象の記念
撮影会

大人の社会科見学
　～図書館探検ツアー～

7月7日 一般 11人 8人

野外でのお話会事業
協力│図書館ボランティア

バリアフリー上映会 9月1日 一般 20人 23人
視覚、聴覚障がい者向けの映画上映会
「重力ピエロ」
協力│住友商事

図書館見学＆利用ガイダンスツアー

ガチャまる帰館！In library
（ｶﾌﾟｾﾙﾄｲによる読書推進事業）

7/28～8/19 児童
カプセルトイを使った児童向けの読書推進事
業

青空子どもとしょかん
　「えほんはともだち　おはなし
　　たんけんたい」

8月2日 児童 230人 303人

（石橋真樹子さんトークライブ
　「本をよむこと・つくること」

8月4日 児童・一般 55人 ―
講師│石橋真樹子氏（絵本作家）
協力｜苫小牧港開発株式会社
後援│苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会

（図書館30周年メッセージ募集
10/27

～12/27
一般 ― ―

苫小牧市立中央図書館に関する思い出やメッ
セージなどを募集する企画

（苫小牧市立中央図書館
　　30周年記念とまチョップ
　　　　　　　　　　　撮影会

11月3日 児童・一般 ―

(16)

16



No. 新規事業名 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等

36 年度内 23回

37

38 ○

延べ参加者数計

（２） 利用統計（主要サービス統計）

（３） 2018年10月実施　利用者アンケート結果（別紙の通り） ※参考資料：2019年2月実施サービスアンケート添付

実施期間 ２０１８年１０月２３日（火）～１１月４日（日）　１３日間

実施方法 カウンター利用者に用紙配布し、館内設置の回収箱にて回収

配布枚数 ５００枚

有効回答数 ３４０枚 （ 回答率 ６８．０％ ）

満足度 ９５．６１％（前年度９４．１７％）

7,687人 7,128人

DVD貸出運用開始 3月30日～ 児童・一般 ― ― 著作権処理をした映像資料の貸出

パスファインダー
「世界遺産（一般）」
「むかしのくらし（児童）」

3月21日～ 児童・一般 ― ―
課題解決のための糸口としてパスファイン
ダーを作成・配布

月2回夜間に行う上映許諾資料の無料上映
会。

図書館ナイトミニシアター 児童・一般 199人
60人

(9回開催）

309,377人

利用人数

個人貸出点数

団体貸出点数

予約件数

登録者数

レファレンス件数

情報ｻﾛﾝ利用件数

7,362件

13,999件

1,544人

72,455件

17,135点

433,298点

92,006人

前年比

97.08%

107.45%

91.97%

105.98%

146.80%

94.83%

95.40%

99.49%

2017（平成29）年度項目名

7,147件

15,042件

1,420人

76,786件

25,154点

410,875点

87,777人

307,800人

2018（平成30）年度

入館者数



２．2019（令和元）年度　事業計画

（１） 事業実施計画一覧

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

子どもの読書週間行事 4/23～5/12 子どもの読書週間（4/23-5/12）記念行事

（一日司書

事業名 開催日 内容等 備　考

4月28日 小学生対象の公募型職場体験事業

（おはなし広場 5月3日 児童対象のおはなし会事業

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば 年度内10回
「赤ちゃん、絵本のとびら事業」ﾀｲｱｯﾌﾟ事業。乳幼
児・保護者向けの読み聞かせ・絵本配布等

協力｜図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

本の手帖配布事業 1回/年 記入式の読書記録手帳の作成/配布

未定
市内講師による郷土史に関する市民向け講座
講師｜未定

（講演会③ 一般向け 12月
文学をテーマとする一般向け講座事業
講師｜未定

11

図書館文化セミナー 年度内3回 市民対象のセミナー事業

（講演会① 児童・保護者向け 未定
児童・保護者対象の講演会事業
講師｜未定

共催｜苫小牧市子ども文庫
　　　活動連絡会

（講演会② 郷土

苫小牧ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ協力事業 主催｜ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

（朗読とｷﾞﾀｰの夕べ（予定） 7月 ｷﾞﾀｰ伴奏による朗読の鑑賞事業
ｷﾞﾀｰ演奏｜竹形貴之氏（予定）朗
読｜演者未定

（本のばくりっこ市

（子ども俳句教室 7月 小学生対象の俳句教室

8月11日 児童・一般向けのｱﾆﾒ作品上映会

読書週間行事 10/27～11/9 読書週間（10/27-11/9）記念行事

（絵本原画展 未定

13

平和祈念旬間行事 終戦記念日付近における平和学習行事

（戦争・平和関連資料展示 7/27～8/29

定例上映会「図書館ﾐﾆｼｱﾀｰ」 毎週日曜日 図書館所蔵の上映許諾資料の無料上映会

絵本原画の借用展示

戦争・平和関連資料の展示

（平和祈念ｱﾆﾒ上映会

よみきかせまっぷ配布事業 通年 市内読み聞かせ団体の活動を網羅したマップの配布

ぶっくのーと配布事業 2回/年 記入式の読書記録手帳の作成/配布

7月 図書館不要資料、及び参加者持込図書の交換会 協力｜図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ナイトミニシアター 毎月第2/4水曜日 夜間の利用促進及び映像資料活用のため映画上映会

図書館ワークショップ 年10回
図書館スタッフ講師による少人数の児童向けワーク
ショップ

パスファインダーの運用 年2回 年度内２テーマの作成

郷土情報に関するHP情報発信 年2回
苫小牧ゆかりの事象・事物について、資料情報等を
まじえ、業績等をHP内で広く知らせるもの。

（おはなし玉手箱 未定
市内読み聞かせｻｰｸﾙによる児童・一般向けの読みき
かせ事業

12

14



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

（２） 重点事業概要

8月予定 野外読み聞かせ事業
共催｜苫小牧子どもの本の
　　　会ほか

15

読書感想文・感想画ｺﾝｸｰﾙ事業 夏・冬
共催｜苫教研学校図書館
　　　教育研究部会

（夏休み読書感想文ｺﾝｸｰﾙ
7月募集

10月表彰式

感想文の作品募集並びに優秀作の選出/表彰

未定 製本・修理に関する講座事業

（読書感想文集発行事業 3月 上記入選作を掲載する作品集の編集/発行/配布 同上

同上

（夏休み読書感想画ｺﾝｸｰﾙ 感想画の作品募集並びに優秀作の選出/表彰 同上

（冬休み読書感想文ｺﾝｸｰﾙ 12月募集/3月表彰 感想文の作品募集並びに優秀作の選出/表彰 同上

絵本ニコニコ撮影会 10月
絵本の一場面を模した撮影コーナーの設置と関連本
のおはなし会

自由研究・調べる学習講座 7月
上記コンクール募集支援を趣旨とする、夏季休暇期
間の自由研究活動への図書館資料の活用講座。

青空子どもとしょかん事業

中学校図書委員を対象に行う交流事業。中学校図書室運営相談なども
検討

（学校図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会 1月
学校図書館ボランティア、及び担当教員対象のスキ
ルアップ研修会

共催｜苫教研学校図書館
　　　教育研究部会

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会 未定 個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ向けｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会

 (朗読研修会 9月 朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ向け技術研修会
講師｜田中隆子氏（NPO札幌
　　　ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ理事長）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連事業 市内読書関連ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対象の研修機会の提供

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 6月 個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ希望者に対する事前講習

子育て世代への利用配慮として、日にちもしくは曜日を定め、親子が
気兼ねなく図書館利用をできる時間帯を設ける事業

7月～12月 小学生対象の地域コンクールの運営

ICT活用講座 未定 初心者向けのiPad活用講座

雑誌リサイクル市 3月 除籍雑誌の無償配布事業

2017（H29）年度に開始したブックちゃん中学生セットの利用促進の
ため、試用貸出を実施予定
朝読ミニセット4セット（2018（H31）年5月現在）
年度内に新しいものを増設予定
協力：苫教研学校図書館教育研究部会

概　要

16

子育てタイムの実施

YA図書館交流事業

事業名

バリアフリー上映会 9月
視覚障がい者向けの字幕・音声ガイダンス入り映画
作品の無料上映会

ブックちゃん中学生セット利用促進

ぬいぐるみのクリスマスおとまり会 12月22日
ｸﾘｽﾏｽ時期に合わせたぬいぐるみのおとまり会。お
はなし会、ｱﾙﾊﾞﾑのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ等。

大人の図書館見学 未定 館内を巡る図書館利用ｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾂｱｰ 新規事業

製本講習

苫小牧市図書館を使った調べる学習コン
クール
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平成３０年度 苫小牧市立中央図書館 事業紹介 （ 新聞記事から ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018（平成 30）年 6月 8日（金曜日） 

苫小牧民報 3面 

2018（平成 30）年 10月 12日（金曜日） 苫小牧民報 17面 
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2018（平成 30）年 

11月 29日（木曜日） 

苫小牧民報 15面 

2018（平成 30）年 10月 22日（月曜日） 

苫小牧民報 13面 
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2019（平成 31）年 1月 23日（水曜日）苫小牧民報 23面 

2019（平成 31）年 

1月 21日（月曜日） 

苫小牧民報 13面 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019（平成 31）年 2月 27日（水曜日）苫小牧民報 13面 

2019（平成 31）年 4月 4日（木曜日）苫小牧民報 13面 



苫小牧市立中央図書館  評価と点検について 

 

指定管理者 TRC 苫小牧グループ 

 

【 参 考 】 

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（ 平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172号 ） 

   第二－一－１－（二）運営の状況に関する点検及び評価等 

    １ 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の  向上を 

      図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、（一）の２の目標及び事業計画の 

      達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければならない。 

 

１ 平成３０年度 セルフモニタリング実施結果 

  （１）セルフモニタリング実施スキーム 

      

     計画期間     H26年度 ～ H30年度           

        

  計画期間｜単年度  策定主体｜指定管理者  

       

       

       

 

 

  策定主体     市教委    指定管理者 

 

 

 

  （２）平成３０年度セルフモニタリング実施結果 

    別紙「苫小牧市立中央図書館中期計画・期中評価表」のとおり 

 

２ 点検・評価の実施方法について 

 

                                     

            

 

 

 

 

     基本計画最終年度 

            上記＋ 

    

H
 

Ｈ
３
０ 

 計画期間内の総括点検及び評価実施⇒実施済み 

苫
小
牧
市
図
書
館
基
本
計
画 

年度事業計画 

Ｐｌａｎ 

Ｄｏ 

Ｃｈｅｃｋ Ａｃｔｉｏｎ 

苫
小
牧
市
立
中
央
図
書
館
中
期
計
画 

・セルフモニタリング 

・中期計画期中評価 

計画事業の実施 

  ● 図書館サービスの提供 

  ● 読書推進事業の実施 

  ● 施設の維持・管理 

Ｄｏ 

「ご意見箱」運用 

利用者アンケート 

自治体モニタリング 

２ セルフモニタリング（指定管理者） 

５ 審議／承認 ⇒ 年度内運営評価として公開 

H
 

Ｈ
２
６ 

～ 

Ｈ
２
９ 

 

３ 中期計画期中評価（指定管理者） 

４ モニタリング総合評価（自治体） 公開 

１ 外部点検・評価｜ご意見箱／利用者アンケート／行政モニタリング 

苫小牧市教育委員会 

 

図書館協議会 



　中期計画内で予定した平成30年度の取組について、指標達成度を自己評価します。

No.
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

実施

〇

〇

○

実施

〇 91%

〇 107%

〇

〇

〇

〇 97%

〇

〇

〇 111%

〇

〇

〇

　当項目において貸出点数においては目標達成できなかったが、昨年度利用が落ちていた「情報サロン利
用数」「AVブース利用数」「電子図書館利用数」については、目標を達成することが出来た。
　蔵書整備に関しては、図書館の重要な役割であるが、利用者に求められる情報提供の形は今後も様々に
形を変えていくと思われるため、そのニーズに沿った適切な資料収集と提供の形に対応し、併せてその周
知を図り、利用数を挙げていく事を今後も目指していく。

児童の読書環境整備
ヤングアダルトコーナーの運営

適

個人貸出（13-18歳）　前年比101％

蔵書冊数

自己評価

貸出数 貸出点数(全館）／奉仕人口数 5.1点 5.5点 4.8点

適否

144%

実績

適

対象年度内の子ども（0～18歳）の貸出点数

当年実績

コーナー支援事業 コーナー図書室と連携した全域サービス

団体支援事業
市内読み聞かせ団体との連携

大活字資料の充実 （指標設定なし）

収集基準に基づく計画的／適切な資料購入

119%

HPｱｸｾｽ数　前年比102％

適

否

否98%

web予約　 前年比102％ 101%
ﾌﾞﾛｸﾞ、Facebook等による情報発信

貸出点数　前年比102％ 97%

相互貸借による未購入資料の提供 相互貸借　前年比102％ 107% 適

AVブース利用数
　　 前年比102％

TRC-DL館外貸出数
　　 前年比102％

iPad利用講座の開講

適音楽コンテンツ配信サービスの導入

否

否

107%

2.9点

電子図書館（TRC-DL)の導入／運用

113%

学校図書館支援メニューの策定

乳幼児コーナーの充実

Ⅱ 読書活動推進、支援拠点としての図書館

事業名 具体内容（指標関連項目） アウトカム指標

学校支援事業

図書館を使った調べるｺﾝｸｰﾙの運営

団体貸出　前年比102％ 132%

スクールメール便事業の充実

苫教研学校図書館教育研究部会との連携

目標値（H30)

BM0－6歳利用数　前年比102％

5,567件 6,000件 3,578件

児童貸出点数

録音図書蔵書点数

達成率

基本計画成果指標 指標算出方法 基準値（H24) 目標値（H30)

106.90%

87.66%

適

適

―

貸出件数　前年比110％

インターネットサービス 〇

基本計画成果指標 指標算出方法 当年実績

ICT環境の整備 〇

基準値（H24)

3.1点蔵書冊数（全館）／奉仕人口数 2.8点

ｻﾛﾝ利用数
 　　前年比105％

適

個人貸出（0－6歳）　前年比102％

全館貸出点数　前年比101％ 97%

（指標設定なし）

苫小牧市立中央図書館　中期計画　期中評価表（第5期　平成30年度）

目標内容
情報と知識を集積した知の情報拠点としての図書館

読書活動推進、支援拠点としての図書館

Ⅰ 情報と知識を集積した知の情報拠点としての図書館

事業名 具体内容（指標関連項目） アウトカム指標 実績 適否

市民が利用しやすく役立つ図書館

郷土の歴史と特性を大切にし、豊かな市民文化を創造する図書館

人と本、人と人の出会いを広げ、ゆとりとぬくもりを感じられる図書館

中期計画
基本目標

対面朗読サービスの運営

市内保育施設等に対する読書推進支援

158,155点

150件 250件 205件

160,000点

（指標設定なし）

アウトリーチサービス

視覚障がい者サービス用機器の充実

（指標設定なし）

59.63%

82.00%

89.86%

達成率

―

―

―

ブックちゃん貸出件数

176,000点

蔵書整備事業

映像資料（DVD）貸出開始 （指標設定なし） ―

否

否ﾚﾌｧﾚﾝｽ対応件数　前年比103％



実施

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇 102%

実施

〇 110%

〇 104%

〇

実施

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

地域ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂの作成

1講座参加者数83名

Ⅳ 郷土の歴史と特性を大切にし、豊かな市民文化を創造する図書館

事業名 具体内容（指標関連項目） アウトカム指標 実績

自己評価

　新規登録者については昨年同様、目標に達せず減じると結果になった。入館者数・利用人数・個人貸出
冊数の前年比と比較すると減少率が大きいが、2019年３月より開始したDVD貸出や2019年度中に行う予定
の図書館ホームページの更新などをうまく活用し、今まで図書館利用を行っていない市民へもPRしてい
く。
　またレファレンス受付件数については、前年度比減となったが、Ⅲの目標値は達成することが出来たた
め一定の評価は出来ると考える。しかしながら指定管理期間第２期に向け、市民の課題解決を図れるよ
う、周知、工夫を行い重点項目とする。

障がい者サービス

―

自己評価

既存ボランティア団体の活動支援

市民協働事業の推進

市民協働事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座の開講

ﾚﾌｧﾚﾝｽ受付件数 3,888件

適

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動領域の拡大

（指標設定なし）

10,000件 10,175件

・ﾌﾛｱﾜｰｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
　事業協力ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ導
入
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座開講
・情報交換内開催
・共催事業の充実

ﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽ設置運用事業

本年度の郷土資料に関する取組としては、資料紹介を含めた郷土セミナーの開催や郷土寄贈文庫として
「雅路庵文庫」の整備、公開、そのほか図書館30周年記念展示、給食センター関連展示など、市民の関心
をひく取組を行い、参考郷土資料室の周知、資料の活用を進めた結果、郷土レファレンス件数前年度比
110％、郷土デジタルコンテンツ作成数についても前年度比104％となり、アウトカム指標を達成すること
が出来た。今後も新しい資料保存、提供の形としてデジタルコンテンツの作成、公開に努めていく。

郷土行政資料点数 31,120点 33,000点 34,916点

具体内容（指標関連項目）

利用ニーズの把握、及び運営への反映

「世界の遺産」
「昔のくらし」

年次2テーマの作成
　(H27年度～）

アウトカム指標

ﾚﾌｧﾚﾝｽ対応件数
　前年比105％

101.75%

105.81%

達成率

適

Ⅴ 人と本、人と人の出会いを広げ、ゆとりとぬくもりが感じられる図書館

事業名 具体内容（指標関連項目）

郷土行政資料のデジタル資料件数

97%

新規登録者数
　前年比103％

92%

研修事業

接遇の向上

危機管理

専門サービス

利用者満足度 前年比101％ 102%

アウトカム指標

課題解決サービス
ﾚﾌｧﾚﾝｽ協同ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽへの参加

ﾚﾌｧﾚﾝｽ研修の実施

パスファインダーの作成／配布資料情報の発信

ユーザビリティ向上事業

乳幼児／保護者サービス

高齢者サービス

Ⅲ 市民が利用しやすく、役立つ図書館

事業名

否

基本計画成果指標 指標算出方法 基準値（H24) 目標値（H30) 当年実績

適否
―

郷土資料収集事業 苫小牧・北海道に関する資料の継続的収集

地域ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報の配信

基本計画成果指標 指標算出方法 基準値（H24) 目標値（H30) 当年実績

郷土連携事業 郷土講座の開講

適否

9,731件

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽとしての活用 （指標設定なし） 各団体の事業活用

（指標設定なし）

実績

適

否

適

実績

適

5,000件 7,147件

自己評価

　子どもの読書推進に関しては図書館ワークショップの開催、「赤ちゃんと楽しむ絵本広場」へよみきか
せに加え、リトミックやわらべうたなどプラスアルファの取組を行う事により、0～6歳の個人貸出を前年
比107％という結果を得ることが出来た。
　またブックちゃん貸出件数は目標値とした250件には及ばなかったが、前年度を大きく上回る205件の貸
出が出来た。学校司書配置から３年、団体貸出件数も前年比132％と学校図書館による中央図書館活用が
実を結んだ結果となった。今後も学校連携の強化を行い、子どもたちへの読書推進を図っていく。
　なおYA世代のへの貸出件数については前年比91％と減じたが、2019年度はブックちゃんの中学生セット
の追加作成、PRをするとともに学校図書館教育研究部会の協力を得て、図書館利用に関するアプローチを
積極的に行い、利用増を目指す。

利用環境整備事業

適

利用者満足度　前年比101％

郷土ﾚﾌｧﾚﾝｽ件数　前年比105％

ｺﾝﾃﾝﾂ数　前年比102％

適否

142.94%

達成率



当年実績

図書館ボランティア数 83人

平成30年度年度総合評価

　指定管理期間第１期最終年度にあたる本年度の利用者満足度は、今まで最高の95.61％という結果を得
ることが出来た。昨年度重点項目とした「子どもへの読書推進事業の強化」「学校連携、学校図書館への
協力」についても、Ⅱ学校支援事業の項目でも触れたが、ブックちゃん、団体貸出の利用増という結果よ
り、学校を含めたアウトリーチサービスに寄与することが出来たと自己評価する。
　2019年度は減じてしまった指標を含め、「苫小牧市図書館運営計画」にある目標値を達成するよう、一
つ一つの事業を丁寧に行い、よりよい市民サービスの提供を行っていく。

自己評価

100人 117人

講座・講演会等の事業参加者数 年間行事等の延べ参加者数 2,793人 3,300人 7,687人

基本計画成果指標 指標算出方法 基準値（H24) 目標値（H30)

　本年度も各ボランティア団体と連携し、各事業を行う事により年間行事の延べ参加者数について目標を
達成することが出来た。また日々の情報共有、研修を実施することにより利用者満足度前年比102％増を
達成することが出来た。
　新年度より指定管理第2期目に入るが、市内各施設等とも連携を強化し、市民の課題解決、憩いの場と
しての機能を高め、市民生活の一助となるよう励んでいく。

117.00%

232.94%

達成率



201８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   2018年 10月 23日（火）～11月 4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   340枚 （ 回収率 68％ ） 

  総体満足度   95.61％（ 前年 94.17％ ） 

※ 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 

男性

126人

37%

女性

185人

54%

未回答

29人

9%

292人

46人 26人 13人 13人 5人 12人 25人

0人

100人

200人

300人

400人

21人

7人

37人

58人

44人

75人 76人

22人

0人

20人

40人

60人

80人

～10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 未回答



 

 

 

 

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？ 239 90 5 0 334 98.50% 

２ 館内のどこに何があるか、わかりやすいですか？ 113 176 40 5 334 86.53% 

３ 利用登録や予約などの申し込みはしやすいですか？ 184 119 14 3 320 94.69% 

４ 職員の対応（挨拶・お声かけ等）はいかがですか？ 277 58 1 2 338 99.11% 

５ 館内は清潔に保たれていますか？ 271 62 3 1 337 98.81% 

６ 開館日の設定は利用しやすいですか？ 240 78 14 1 333 95.50% 

７ 開館時間の設定は利用しやすいですか？ 247 76 11 1 335 96.42% 

８ イベントや講座等の内容は充実していますか？ 127 155 20 1 303 93.07% 

９ 施設の備品や器具は使いやすいですか？ 161 138 16 1 316 94.62% 

10 施設全般について、使いやすいですか？ 198 126 5 0 329 98.48% 

全体満足度 （ 「満足」計 2,057人＋「やや満足」計 1,078人 ）÷全回答件数 3,279人＝95.61％ 

 

 

 
 

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。 
 

 ・資料の充実に関するご意見 

・資料検索機についてのご意見   

 ・施設（飲食スペース・ソファ等）改善に関するご意見 

 ・開館日、開館時間についてのご意見 

 ・駐車場についてのご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5.4：3.7（0.9は未回答。昨年度増）となっている。回答の割合として多いのは 60、

70代以上で全体の 44.4％を占めた（前年度は 39.8％）、また 20～30代の回答数が減少。また目的に関しては

貸出・返却が前年度と変わらず９割を占めたが、インターネット利用・展示を見るという項目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 1.44％増。ほとんどの項目が 90％を超える満足度の高い結果となり、「4．職員の対応

（挨拶・お声かけ等）はいかがですか？」の項目についても 99.11％と高い満足度を得た。 

自由記述内の要望等は多いが、「7．開館時間」「8．イベント」「9．施設備品・器具」に関しても昨年度より２割か 

ら３割増という高い満足度を得た。 

３ 要望等 検索機の利便性についてはさらなる利便性を求める声も多いが、６月のシステム更新後の結果に手ごたえを感 

じる意見もあった。またそのほか施設面に関する要望は対応できるものから順に解消していく。 

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
本の数をふやし話題の本など、すぐに見られるとう
れしい

話題の本、人気の本はじめ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。新しい本には既に予約が入っているものも多く、新刊
棚に並ぶより先に貸出に回っているものもあります。
ご要望の本などございましたら、どうぞお気軽にスタッフ
へお声掛けください。お待ちしております。

2
出来れば足をのばして読めるスペースがあるとあり
がたいと思っています。

いつも図書館をご利用くださり、ありがとうございます。
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、ご要望として承ります。

3
いつも子どもの本を借りに来ています。これからも
たくさん利用したいです。スタッフの方々が、いつ
も優しいです。

いつも図書館をご利用くださり、ありがとうございます。
ご存知かもしれませんが、図書館では、本を借りるだけで
なく、おはなし会などもしております。スタッフも丁寧な
接客を努めておりますので、お褒め頂き嬉しく思います。
ありがとうございます。これからもどうぞおいでくださ
い。お待ちしております。

4

東側駐車場は以前より駐車台数を減らして白線を引
いたがなぜか？駐車場内で事故でもあったのか、よ
く分からないが減らす必要はない。事故あったとし
てら運転車の資質。駐車台数を増やす方向への改善
ならよいが、減らすのは理解に苦しむ。東側館側の
職員用らしい駐車場も不要。南側公園駐車場に職員
は停めるべきと思います。一日中駐めているのだか
ら。

消防署の裏手の駐車場についてという事でよろしいでしょ
うか。駐車場管理者に確認したところ、そちらは障害者用
駐車場の拡張という事で線を引き直したため、駐車可能台
数が減少したとのことです。しかしながら公共施設はユニ
バーサルデザインに基づいた運営を求められておりますの
で、ご理解頂けますと幸いです。
また職員駐車場につきましては、図書館職員はそちらは使
用しておりません。こちらも併せて管理者に申し伝えま
す。ご意見ありがとうございました。

5
いつも利用させていただいております。ありがとう
ございます。対応も大変良く安心して利用中です。

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。これからも皆様に安心してご利用いただけるよう、ス
タッフ一同励んでまいります。

6
個人でなかなか購入がむずかしい地方の出版社の本
などを購入して欲しいと思います。

ご要望ありがとうございます。購入については内容を鑑み
ながら購入しております。必要でありましたら地方の出版
社からも取り寄せ等しておりますので、ご要望がございま
したら是非スタッフへお声掛けいただき、タイトル等お教
えください。

7
社会科学、特に経済、社会一般の書籍、ここ数年に
出版されたものが少々物足りない。

ご意見ありがとうございます。購入に関しては№６でもも
回答させて頂いた通り、まんべんなく選書し、購入してお
りますが、貴重なご意見として担当に申し伝えます。また
そのほか具体的なタイトル等ございましたら、是非スタッ
フへお教えください。

記入総数 88件（うち「特になし」１件については省略しております。）

1



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

8
本を汚す人がいるのが残念です。ブックシャワーが
早く直ってほしいです。

私たちも大切な本を汚されたり、破られたりされてしまう
事に心を痛めております。わざとでないケースもございま
すが、この9月に本を大切に扱っていただきたいという思い
を込めて、入り口正面のガラスケースにて「かわいそうな
本たち」というタイトルで展示を行いました。本の大切さ
が伝わったかと思います。
またブックシャワーにつきましては、故障しておりご不便
をおかけしました。10月31日に修繕が完了しました。これ
からもご利用いただけたらと思います。

9
映画関係の本が少ない様に感じるので他図書館を参
考に充実をお願いします。

ご意見ありがとうございます。購入に関してはどのジャン
ルについても、まんべんなく選書し、購入しております
が、貴重なご意見として担当に申し伝えます。またそのほ
か具体的なタイトル等ございましたら、是非スタッフへお
教えください。

10
月よう日、休みの友人が利用出来ないという声を良
く聞く　私自身は日曜休みなので満足です。

ご友人の方のご意見も併せてありがとうございます。休館
日設定につきましては、すべての方のご満足を頂くことは
難しく、また施設運用の関係より休館日をなくすという事
は難しいところです。２４時間、３６５日ご利用いただけ
る電子図書館もございますので、ご友人の方とご一緒に是
非ご利用いただけたらと思います。

11
職員の方がいつも前にいる方の人数が少なく聞く時
ためらいがある。

ご配慮いただくとともにご迷惑をおかけし、申し訳ござい
ません。一時的にカウンターを外している場合もございま
すが、どうぞお気になさらずお声掛けください。

12 サンガーデンと休みが一緒だといいですね。

ご意見ありがとうございます。サンガーデンと図書館は、
施設性格も違うところに加え、運営者も異なることから休
館日の同一設定が難しいところです。しかしながら貴重な
ご意見として承りました。ありがとうございます。

13 ほぼ満足
「ほぼ満足」という高評価、ありがとうございます。次は
「ほぼ」ではなく、「すべて満足」というご意見を頂ける
よう、一同励んでまいります！

14

開館日、時間は利用者が勝手を言い出したらキリの
ない話となるが月曜閉館は少し不満かな。職員の対
応はもう少し笑顔があっても良いかな。（皆さん少
し固たそう。）

月曜閉館につきましては、№10にも同じご意見を頂いてお
りますが、現在のところ変更の予定はございません。しか
しながら現状をご理解いただけております事、感謝申し上
げます。
またスタッフの笑顔については、真剣に業務に励んでいる
ところが笑顔が少ないように映ってしまったかもしれませ
ん。接遇研修等も行っておりますので、笑顔で皆さまをお
迎えするよう、スタッフに申し伝えます。ご意見ありがと
うございます。

15

本を検索する機会が時々ありますが、なかなかヒッ
トせずうまく探せません。著者名も本の題名もわ
かっていてもその本が図書館にあるのかわからずあ
きらめて帰ることが多いです。もう少し探しやすく
できませんか。

館内検索機での検索についてですね。検索の際はタイトル
や作者の「一部」を「ヨミ」でいれることにより、検索結
果の幅が広がります。そのほかコツを含めた使い方のガイ
ドを検索機横に置いていますので、ご参考にしていただく
か、スタッフにお声掛けいただければ一緒に操作いたしま
すので、ぜひお声掛けください。お待ちしております。

2



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

16 職員の方の対応が良くなったと思います。

ありがとうございます！
接遇研修等も行い、一同努めておりますが、皆様のお褒め
の言葉が一番の励みです。これからも皆様に愛される図書
館づくりに努めてまいります。

17 蔵書を増やしてほしい。
毎週新しい本が蔵書の仲間入りをしております。今後とも
どうぞご利用ください。またご希望のタイトルなどありま
したら、是非スタッフへお声掛けください。

18
・20:00までの開館がありがたいです。・美術作品
等の展示（読書や地域に関する）がさらにあるとい
いですね。

こちらこそご利用いただき、ありがとうございます。
本年度は「17万人分の17人展」「北の燐寸アート展」「工
藤ノリコさん原画展」と美術に関する展示が多くありまし
たが、図書館では「読書」「地域」「図書資料」に繋がる
展示を図っております。また美術作品という事では、同じ
公園内の美術博物館が第一ですので、そちらの展覧会に関
連した図書資料の連携展示にも力を入れて参ります。

また「宮崎県えびの市交換展示（苫小牧とは「火山」が共
通項です）」なと地域に関する展示も行っております。
そのほか通常の展示に加え、２階参考郷土資料室前、同じ
く２階研修室前でも苫小牧市、地域に関する展示を継続的
に行っておりますので、是非ご覧ください。
なお１２月末までは「図書館３０周年展示」ということ
で、入り口エントランスにて建設当初の資料はもちろん、
歴代館長からのメッセージも展示しております。是非ご覧
ください。

19
・リクエストについてよくわからない。・「読書マ
ラソン」気に入っています。もっとPRしては？

・「リクエスト」とは苫小牧市内（中央図書館・コーナー
図書室）で所蔵していない本について申込みいただくサー
ビスになります。内容によっては購入を、入手が難しいな
どの理由で購入しない場合は他の図書館から取り寄せをす
るなどして、ご提供します。
なお「予約」は苫小牧市内で所蔵している本への取り寄
せ、順番待ちのサービスになります。

・また読書マラソン、お気に入り下さってありがとうござ
います。PRについては良い方法を考え、周知してまいりま
す。ご意見ありがとうございます。

20
遅い時間まで利用できるようになったので、仕事後
によることができ、とても便利になり助かります。

そう言ってくださると私たちも大変嬉しいです。ありがと
うございます。
また夜遅い時間のイベントとしては、毎月第２・第４水曜
日の１７時４５分からナイトミニシアターと銘打って、映
画上映をしています。２０時で閉館ですので、少し早いか
もしれませんが、時には早めにお仕事を終えられてゆっく
り映画鑑賞はいかがでしょうか？

21
新聞を読んでいる方の新聞をめくる音が気になりま
す。（別室を用意できるといいですね）

別室のご用意は施設上難しいところですが、気になるとい
う事でしたらスタッフへお声掛けください。必要であれば
私たちからお声掛けします。

22
幅広く色々な種類の本があるので、借りるのが楽し
みです。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。借りるのが楽しいと
おっしゃっていただき、大変嬉しいです。
この規模の図書館ですから、様々なジャンルの本をご用意
するよう選書しておりますが、何かご希望などありました
らスタッフへお気軽にお声掛けください。

3



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

23
絵本の原画展をもっと増やしてほしいです。とても
利用しやすく助かっています！

絵本の原画展、ご覧いただきありがとうございます。毎年
必ず一回は原画展を行うようしておりますが、原画展の開
催はご縁とタイミング、そして予算の兼ね合いもあり、複
数回開催が難しいところもあります。しかしながら楽しみ
にして下さってるというご意見、嬉しいです。ご要望が
あった旨承りました。
スタッフ一同、さらに利用しやすい図書館を目指してまい
ります。

24
予約の本をお願いするととてもジンソクに対応して
いただき、とても満足しています。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。
素早く、間違いないサービスを今後も変わらず続けて参り
ます！

25 新しい本が入荷するのが、意外と早くてうれしい。

いつもご利用いただき、ありがとうございます。新しい本
は毎週入ってまいりますので、是非ご利用いただければと
思います。また棚にない本は取り寄せ等も出来ますので、
お気軽にお声掛けいただければと思います。

26

とても感じの良い対応していただけて嬉しく思いま
す。公共の場でとても素敵な対応していただけます
ことに、苫小牧市民の良いお手本になると思いま
す。どうおこれからもよろしくお願い致します。

皆さんのお手本に、とは改めて背筋が伸びる思いですが、
お褒めの言葉ありがとうございます！これからも気持ちよ
くご利用いただけるよう、スタッフ一同努めてまいりま
す。

27 １Fトイレを新しくしてほしいです。

１階トイレにつきましては、毎日清掃スタッフが丁寧に清
掃しております事に加え、吸排気に関する工事や特別清掃
などを行い、臭気の軽減をはかるなどしております。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。

28 入れてほしい本の受けつけはありますか？

もちろんございます。各カウンターにて承っておりますの
で、お気軽にお声掛けください。購入については別途検討
して購入、購入できない場合は他の図書館から借りるなど
してご提供してまいります。

29 正門の他裏口もあれば良い。

建物の構造上、別途図書館利用の方用の入口を作るのは困
難ですが、ブックポストは３６号線から一本入った職員用
通用口向かって右に設けております。よろしければご利用
ください。

30
夜間返却用ポストの下が気になります。中で本が折
れたりしていないか心配。

お心遣い、ありがとうございます。投入口から先に傾斜が
ついておりますので、折れたりしないようになっておりま
す。お気になさらず、ご返却いただければと思います。

31 夏、あついのでクーラーをつけてほしいです。
ご不便をおかけし申し訳ありません。施設にはクーラーが
ないため、暑い際は窓を開けるなど対応させていただいて
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

32 とじて有る新聞のコピーがしずらい。
ご不便をおかけして申し訳ありません。ホチキス留めにつ
いては出来るだけギリギリの所を留めるようにしておりま
すので、ご容赦頂けますと幸いです。

33
検索システムの反応が遅いです。システムが古いの
でやむを得ないのでしょうが。

システムは本年度６月に更新をしたばかりで、以前より速
度は速くなったと報告を受けております。検索のタイミン
グ等もございますので、お手数かと思いますが、「遅い」
と感じた際にお声掛けいただけますと、担当者へ具体的に
報告が出来ますので、大変助かります。

34 新しい本が少ない。

話題の本、人気の本はじめ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。新しい本には既に予約が入っているものも多く、新刊
棚に並ぶより先に貸出に回っているものが多数です。
ご要望の本などございましたら、どうぞお気軽にスタッフ
へお声掛けください。お待ちしております。

35

もう1回同じ本を借りたいとき「もう1回、借りてい
いですか？」と聞くのが少しはずかしいので、「も
う1回借りる本はありますか？」と聞いてくれたら
うれしいです。

いつもご利用いただき、ありがとうございます。同じ本を
何回もお借りになる方は大勢いらっしゃいますので、お気
になさらずお声いただければと思いますが、こちらからも
お声掛けするよう、心掛けて参ります。

36 今後も大いに利用したいと思います。
いつもご利用ありがとうございます！私たちも大いに利用
して頂けるよう、本の利用はもちろんそのほかの取組につ
いても一同励んでまいります！

37
いつも楽しく利用させて頂いています。ありがとう
ございます。

こちらこそいつもご利用ありがとうございます。

38
幼児、児童（低学年）向けの図書がより充実すると
嬉しいです。

いつもご利用ありがとうございます。児童書、一般書とも
に毎週新刊が入ってきておりますが、より一層の充実を図
りながら選書を進めてまいります。今後とも図書館へぜひ
足をお運びください。

39

書架（というのかどうかわかりませんが）に本が
ビッシリと配置されていて、見るにはキレイとも思
えるものの、いざ、手に取ろうとすると、そのあま
りのキツサに閉口することしばしば。詰め込みはホ
ドホドになされば、もう少し、読んでみようという
意欲が生かされるかもしれませんね。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。書架は日々整理を
していおりますが、おっしゃる通り本数冊の余裕を残して
並べるのが取りやすい書架づくりと思います。今後改めて
そちらを意識して本を並べてまいります。ご意見ありがと
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

40
月曜休館がなくなればありがたいです。職員の方の
「休み」は当然必要ですが…。

職員にご配慮いただきありがとうございます。休館につい
ては施設運営、管理上休館が無くなることは難しいのが現
状です。ご理解いただけますと幸いです。

41
忙しいでしょうに、すぐ対応して下さるので、時間
がない時などうれしい。が、見ていてたいへんだろ
うと思います。今後とも利用させて下さい。

すぐに対応することは当たり前の事ではありますが、温か
い言葉をいただき、大変嬉しいです。ありがとうございま
す。これからも皆様の利用しやすい図書館であるよう、一
同励んでまいります。

42
検索システムが貧弱なので、使いやすく向上すると
更に良いと思います。

検索システムは今年の６月にリニューアルしたところです
が、具体的にどういったところにご不便をお感じになられ
てますでしょうか。お手数ですがお教えて頂けますと幸い
です。

43
本をさがす時など、いつもとても親切に対応してい
ただき感謝しております。（各コミセンの図書コー
ナーの方々もとても優しいです。）

各コミセン図書コーナーのスタッフにも温かいお言葉をあ
りがとうございます。お褒めのお言葉が私たちの励みとな
ります。これからも中央図書館・コーナー図書室、一同で
良いサービスのため励んでまいります。ありがとうござい
ます。

44
エッセイと小説を分けてほしいです。文庫版の本も
いれてほしいです。

エッセイと小説、同一作家のものを「読み物」というくく
りで同じにしてほしいというご意見もあり、当館では現行
ママで取り扱って参ります。また文庫版につきましては、
人気の多いものについては購入しておりますので、ご利用
いただければと思います。今後も図書館をご利用くださ
い。お待ちしております。

45 館内の図書検索のスピードが遅すぎる。

今年の6月にシステム更新をいたしました際、システム会社
より検索スピードは上がったと報告を受けております。具
体的にどのような際に遅く感じるかお教えいただけます
と、今後の参考させていただけるかと思います。お手数を
おかけしますが、お声かけいただけますと幸いです。

46 駐車場の台数が少ない。
いつもご利用ありがとうございます。駐車場につきまして
は、管理者は図書館とは別になりますので、担当へ申し伝
えます。ご意見ありがとうございます。

47
PC検索のスピードが速くなって使いやすくなりまし
た。

この６月にシステム更新を行いました。スピードが速く
なったことを実感頂き、ほっといたしました。ご意見あり
がとうございます。

48 作者順にしてほしい。
当館では小説、エッセイなどの「読み物」につきまして
は、作者順に並んでおりますが、そのほかについてはタイ
トル順で並んでおります。
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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

49 実用書が少ない。

料理や裁縫、園芸などの実用書については別途本棚を分け
ております。お探しの本がございましたらカウンターへお
声掛けください。ご案内いたします。またご希望のものが
ない場合は予約や取り寄せなどもしますので、同じくお声
掛けいただけますと幸いです。

50
中央図書館に来るには遠いのですが、時々来ていま
す。もう少し分かりやすくしてほしい。

遠方よりご来館いただき、ありがとうございます。分かり
やすく・・というところは具体的にどのようなところにな
りましょうか。次ご来館の際、スタッフへお教え頂けます
と幸いです。図書館でお待ちしております。

51
以前に比べ旅行ガイドブックなどがどんどん入って
くるようになって良くなった。

新刊につきましては毎週入ってきておりますが、ガイド
ブックなどご要望にお応えすることが出来、こちらも嬉し
いです。お探しのもものがございましたら、いつでもお声
掛けください。

52 これからも利用していきたいです。
いつもご利用ありがとうございます。これからも使いやす
い図書館づくりに一層励んでまいります。

53
図書検索PCを館の奥の方にも設置してほしい。いち
いち戻るのがめんどう。

ご不便をおかけして申し訳ございません。配線の関係上、
今すぐの対応が難しいところですが、ご要望として承りま
した。ご意見ありがとうございます。

54
児童コーナーに人（スタッフさん）がいてくださる
とありがたいです。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。児童コーナーへは児
童担当スタッフがおりますが、時間によっては本を棚に戻
すなどコーナー内を移動していることもございます。カウ
ンターの方も気にかけながらしておりますが、ご用の際は
お声掛け頂けると幸いです。

55

３、カードを作る時に同時に予約できるようにして
欲しい。７、市内の様々なしせつが全部同じ時間に
はじまれば調べないですむからいいなぁと思いま
す。

３について：パスワードの付与が、カード発行時と同時に
出来るようにというご希望でよろしいでしょうか。こちら
については現システムでは対応が出来ないのですが、ご要
望ということで承りました。

７について：市内の施設については、施設の性格によって
開館時間を設定しておりますので、すべて同じにするとい
うところは難しいかと思いますが、ご要望として承りまし
た。

ご意見、ありがとうございます。

56
インターネットの予約が10冊以上できるとうれし
い。

予約できる冊数が多くなると、その分貸出待ちの冊数も増
え、実際に手に取れる本の数が少なくなるという状況がご
ざいますので、現行ママ貸出・予約出来る数は変わらず１
０冊で進めて参ります。ご理解ください。

57 子供向けの読み～を充実あせてほしい。

児童向けの本については、入り口入って左手に児童コー
ナーを設けてまとめており、また毎週新刊も入ってきてお
ります。今後も皆様のご要望にお応えし、充実するよう今
後も務めて参ります。
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ご意見・要望 回答・ご案内

58
予約もしやすく、大変お世話になっています。いつ
もありがとうございます。

こちらこそいつもご利用ありがとうございます。予約もし
やすいという事で嬉しく思います。これからも皆様にとっ
て利用しやすい、居心地の良い図書館づくりを継続してま
いります。

59 飲食できるスペースをふやしてほしいです。

60 飲食スペースをふやしてほしいです。

61
郷土資料図書室の両窓側をへらして、書架を増して
はどうですか。

いつもご利用ありがとうございます。書架の増築につきま
しては、施設改修を伴うものになりますので、予算や工事
期間という考えますと現在難しいところです。しかしなが
らアイディアとして頂戴いたします。ありがとうございま
す。

62

・家の近くではないのでわざわざ来るので身近では
ない。・本が多くさんあるので時々しか利用しない
のでみつけにくいですがとくに施設に間違があると
は思いません。

施設に問題がないというご意見、ありがとうございます。
しかしながら家の近くでなくともいらしていただけるよう
な、魅力ある図書館を作っていかなくてはと改めて感じた
次第です。一同励んでまいります。ご意見ありがとうござ
います。

63

雨の日は足元注意しないと時々バケツをケリトバシ
そうになりますが、特に不満があるワケでは無く職
員さんが大変そうだなぁと思っているぐらいです。
「いつもありがとうゴザイマス」です。

雨漏りにつきましては、ご迷惑をおかけし誠に申し訳あり
ません。そのようなところ、お心遣いいただき恐縮です。
修繕についても可能な場所は随時修繕しておりますので、
お気をつけてお過ごしいただければと存じます。

64
新聞を新聞を置いてある近くで読みたいが、近くの
ソファに机が少なく少し不便に感じる。

当館ではソファ席、机席とすみわけをし、それぞれのご要
望に応じご利用いただいております。ご不便をおかけして
おりますが、ソファ席に机を置くのは難しいためご理解い
ただけますと幸いです。

65
恩田陸さんの本100番目以上のリクエストNOでまだ
借られていません。ちょっと残念です。しかしとて
も親切にしていただき、来るのが楽しみです。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。予約件数が多い本
は増えるにしたがって購入しておりますが、原則１館１冊
としております。理由としましては、出来るだけ様々な
ジャンルの本を取り揃えたいということと、人気の本は時
期が過ぎますと同タイトルで棚を圧迫するというところが
あります。ご理解いただけますと幸いです。

いつもご利用ありがとうございます。本と飲食物、特に食
べ物は水濡れなどの兼ね合いもあり、相性がよくありませ
ん。飲食可能スペースとして２階リラックスペースをご用
意しておりますが、そのほか図書館隣のサンガーデンでお
昼をとったりされる方もいらっしゃいます。現在図書館内
でのスペースの拡充は難しいですが、ご要望という事で承
ります。ご意見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

66
受付の方がとても感じが良くて、来館して本をゆっ
くりさがしてみようと仕事帰りでも足をよくはこん
でいます。いつもありがとうございます。

こちらこそいつもありがとうございます。夜は２０時まで
開館しておりますので、お仕事帰りの方へ好評いただいて
おります。

また夜遅い時間のイベントとしては、毎月第２・第４水曜
日の１７時４５分からナイトミニシアターと銘打って、映
画上映をしています。２０時で閉館ですので、少し早いか
もしれませんが、時には早めにお仕事を終えられてゆっく
り映画鑑賞はいかがでしょうか？

67 とても有難い施設です。
こちらこそ利用してくださる皆様あってこその図書館で
す。本の貸出だけでなく、事業等もおこなっておりますの
で、ぜひそちらへもご参加いただけたらと思います。

68 いつも清潔で利用しやすい。
いつもご利用いただき、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。清掃担当に申し伝えます。

69
ネットで本が探しやすくなりました（表紙がわか
る）。

今年の6月にシステム更新をした際のリニューアル結果の一
つです。ありがとうございます。

70

DVDをよく利用しているが、目録に内容紹介が欲し
い。職員に確認するとパッケージを見せてくれる
が、目録にそれがあれば、わずらわしいことがな
い。タイトルリストでは事務的なもので不便と思
う。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。DVDをご利用いただ
きありがとうございます。DVDリストへの内容紹介について
ですが、タイトル数が多いためお時間がだいぶかかるかと
思いますが、内容紹介を含んだリストの作成を前向きに考
えていきたいと思います。ご意見ありがとうございまし
た。

71 いつもありがとうございます。
こちらこそいつも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作ってまいります。

72 未回答は利用したことがないので。
承知しました。ご丁寧にありがとうございます。回答内容
についてはまとめたのち、皆様へお知らせいたします。

73 2階PC席の利用枠（時間、場所）を広げてほしい。

2階情報サロンのご利用についてでよろしいでしょうか。イ
ンターネット席、PC持ち込み席、ともに図書館開館の9時30
分から閉館の20時までご利用いただけます。また次の方の
予約が入っていない場合は延長も可能です（延長回数制限
なし）。PCの増設については予算の都合上、難しいところ
もありますが、ご意見として承ります。ご意見ありがとう
ございます。

何かご不明な点等ございましたら、スタッフへお声掛けく
ださい。
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ご意見・要望 回答・ご案内

74
職員の方の感じがいつも親切で気持ちよく利用させ
ていただいてます。何かさがしものをたのむとき、
職員の方の力量が多少ちがうこともあります。

いつもご利用ありがとうございます。力量の違いは正直な
ところ経験年数によるところもあるかと思いますが、その
差異をできるだけなくすべく、内部研修・外部研修などに
励んでおります。今後もスタッフ間でも情報交換・共有等
も図りながらご不便をおかけしないよう努めてまいりま
す。

75 いつも静かで清けつで利用しやすいです。
いつもご利用いただき、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。清掃担当に申し伝えます。

76
近年文庫本の購入が増えたように思うがどうしてだ
ろう？

2014年度の指定管理者受託開始より蔵書整備費が大幅に増
額されたため、文庫も含め全体として購入冊数が増えてい
ることが要因かと思います。

77
私語が多い高齢者の方も多くなってきたような気が
するので貼り紙をする等してほしい。

私語等につきましては、本を棚に戻すときや館内巡回時な
どお声掛けをしております。今後も留意してまいります
が、気にかかることなどございましたら、スタッフへお声
掛けください。

78

本を貸し出してくれる時に裏返えしにして寄こすの
はどういう事なのでしょうか。商品を裏返えしにし
て寄こすお店なんてありません。どういうことなの
か私には理解できません。ちなみに私は表紙の方を
上にしてお返えししています。それが礼儀だと思い
ますので…。

不愉快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。
本はあえて裏返しにしているのではなく、貸出しの際に使
用しているバーコード位置によるものです。また他の人に
表紙を見られたくないという方もいらっしゃるので、本の
上下についてはお客様へ正しい方向へ向けるよう指導して
おりますが、表紙については定めておりません。ご理解い
ただけますと幸いです。

79

主に子どもの本を借りるのに利用しています。くつ
をぬいで読めるスペースが子どもは気に入っていま
すし、親としても嬉しいです。原画展は親子で楽し
めて嬉しいですが、可能な限り写真さつえい可のス
ペース（それがつくりものでも可）があると記憶と
共に記録も残せるので、幼い子どもがいる親として
はありがたいです。

いつもご利用いただきありがとうございます。また原画展
も楽しんでいただけたとのことで嬉しく思います。今回の
原画展の撮影につきましては出版社より「撮影不可」とい
う申し出があったという事情がございます。お子さんとの
思い出を・・と私どもも感じますが、ご理解いただけます
と幸いです。

80
長居する人が多すぎる。イス、テーブルを占領して
いる人が多い。

図書館は老若男女問わず、どなたでも自由にご利用いただ
ける施設です。なお荷物を置いたままの長時間の離席はス
タッフもお声掛けしておりますので、ご理解くださいます
よう、お願い申し上げます。

81

パソコンでの検索がなかなかキーワードや作者名を
入れても出なくて、職員さんにやってもらうと探し
ていた本にたどりつけるのなぜなのでしょうか
ネ？？もっと簡単に自分で検索できるといいなーと
感じます。漢字で入力できたりとか…。

館内検索機での検索についてですね。検索の際はタイトル
や作者の「一部」を「ヨミ」でいれることにより、検索結
果の幅が広がります。そのほかコツを含めた使い方のガイ
ドを検索機横に置いていますので、ご参考にしていただく
か、スタッフにお声掛けいただければ一緒に操作いたしま
すので、ぜひお声掛けください。

また漢字変換については機械の仕様上変換が出来ません。
ご不便をおかけしますが、ご理解いただけますと幸いで
す。

10



自由回答欄記入結果一覧

ご意見・要望 回答・ご案内

82
司書の方々の対応に助けられて、いつもスムーズに
利用させていただいています。これからもよろしく
おねがいします。

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。ス
タッフもスキル向上を図りながら、皆様に利用しやすい図
書館づくりをしてまいります。こちらこそ今後ともよろし
くお願いいたします。

83
返却のお知らせの貸出資料CNN　ENGLISH　EXPRESS
201までしか印字されず何年何月かわからず。全部
のせるようにして欲しい。

ご不便をおかけして申し訳ありません。印字できる文字数
につきましては制限がありますが、システム会社へ確認の
上、可能であれば対応するようすすめてまいります。

84
イベントの時トイレの数がたりずれつができてこん
でいる。

ご不便をおかけし、申し訳ございません。施設改修を伴う
ところですので、増設は困難ですが、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。

85
日曜の映画をよく観に来ます。楽しみにしていま
す。いい映画をお願いします。

いつもご来館いただき、ありがとうございます。現在映画
上映会については日曜のミニシアター以外にも毎月第２・
第４水曜日の１７時４５分からナイトミニシアターと銘
打って、映画上映をしています。そちらへも是非足をお運
びください。お待ちしております。

86
子供が楽しく本を読んでくれているので毎週利用し
ています。

いつもご利用ありがとうございます。お子さんも楽しんで
くださっているようで何よりです。おはなし会なども行っ
ておりますので、ぜひおいでください。お待ちしておりま
す。

87

外出のついでに来た時、カレンダー見ていなかった
ので10/26休みでした。イベントは充実しているか
はよくわかりませんが参加すると楽しいです。もっ
と良くなるよう希望します。館内の広さが私には丁
度よいので不都合なしです。いつもありがとうござ
います。ミニシアターはなるべく明るく楽しいのに
してください！

いつもご利用いただきありがとうございます。休館の際は
ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。またイベン
トやミニシアターにもご参加いただき、ありがとうござい
ます。今後も皆様に楽しく、役立つ図書館であるよう励ん
でまいります。
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いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。 

まだ寒さが残っておりますが、日中の日差しには春を感じる今日この頃です。 

 

さて、今回のアンケートは「図書館でのイベント（事業）」や「館内ＢＧＭ」等につい

て皆さまにお伺いし、多くの皆さんからご回答いただきました。ご協力ありがとうござい

ました。御礼にかえて、以下のとおり集計結果をお知らせします。 

 

アンケートの中で把握したお客さまの傾向／ニーズは随時、今後のこの図書館の運営に

反映させていただきます。 

 

今後とも中央図書館の運営にご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。 

 

それでは、結果をご覧ください。 

 



   

 

 

（１）男女比         （２）年 代 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （3）滞在時間             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 図書館内のイベント（事業）に関してお答えください  

 

―１ 中央図書館のイベント（事業）に参加したことはありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

来館されている方のほとんどが参加された事がないと

いう残念な結果となりましたが、魅力ある事業の実施

とその周知に今まで以上に工夫が必要と課題が新たに

なったと前向きにとらえます。自由記述欄へ要望を頂

きましたので、参考にさせて頂きます。また今回のア

ンケートが図書館事業を知るきっけかになればと思い

ます。 

２ 調査本編 

回答してくださった方は女性 58％とが多く、特に 60 代以上の方が半数を占めるという結果になりまし

た。一年前は 60 歳以上の方が半数を占めるという点では変わりませんが、男性の方が 58％と、今年は

昨年と逆転するという結果になりました。また滞在時間は30分未満が52％という結果になりましたが、

44％以上の方がそれ以上滞在されているという結果となり、ゆっくり館内で過ごされる方も多くいらっ

しゃるのだと発見がありました。 



―２ どのようなイベント（事業）に参加されましたか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―３ イベント（事業）に参加された感想をお聞かせください。 
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その他（１４人 ※空欄・複数記入あり、重複は統一） 

・朗読会 

・粘土細工 

・和綴じ「製本講習」（2 名） 

・「子ども俳句教室」 

・「はじめての iPad」 

・ユルキャラ 

・「１日司書体験」（お子さん） 

・窓へのお絵書き（小学生向け）「クレヨンで図書館の窓に絵を描こう♪」 

・二胡と朗読（朗読セゾン花音の会） 

・古本のばくりっこ「ばくりっこ市」 

・バックヤードめぐり「図書館探検ツアー」 

・大人のおはなし会(おはなしオルゴール） 

・スタンプラリー「映画と本スタンプラリーでビンゴ」 

・子供向けこいのぼり製作「おはなし広場」 



―４ Ａ－３で③ どちらかといえば不満、④ 不満とお答えいただいた方にお聞きします。

どのような点が不満だったかお聞かせください。（自由記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―５ Ａ－１で②いいえとお答えいただいた方にお聞きします。理由についてお聞かせくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント（事業）に参加してくださった方は、お話し会や日曜日のミニシアターなど定期的に参加

してくださっているという事がわかりました。また内容としては概ね満足していただいているとい

う事でホッとしましたが、作家の方の講演会や文化セミナーなどの講義形式の事業に加え、朗読会

や製本講座、窓へのお絵書き、「はじめての iPad」講座など体験するものへの求められていること

がわかりました。シアター室（講堂）の臭いなどにつきましては改善の手立てを探してまいります。

今後も是非ご参加いただけたらと思います。 

「雑誌リサイクル市」 

・期待した本がなく 

「図書館ミニシアター」 

・シアター室の臭いが気になり集中出来なかった。 

「市民のための医学講座」 

・医学講座もうすこし具体的に掘り下げていただきたかった。（時間の制限がある中で難しいか

もしれませんが） 

イベント（事業）に参加されていない方の参加されない理由の約 40％が「都合が合わない」という結

果となりました。イベント（事業）は平日、土日など日を変え行っておりますが、対象や内容にあわせ、

再検討の必要があると感じました。また広報についても市広報や図書館ホームページに加え、各種媒体

などに告知しておりますが、そちらについても工夫と新しい形を進めて参ります。内容につきましては、

自由記述欄を参考にさせて頂きます。具体的なご意見、ありがとうございます！ 
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その他（１４人 ※空欄あり、重複は統一） 

・遠方から 

・あまり興味がない 

・元々参加意志がない 

・市外在住のため（2 名） 

・近くに交流センターが新しくできて、あまり来なくなりました 

・図書館でイベントなんてもってのほかです 

・新聞を見る、本を借りるのみ 

・イベントがにがて、イベントが好きじゃない 

 



Ｂ  図書館でのＢＧＭ（音楽を流すこと）などに関してお答えください  

 

―１ 図書館１階の閲覧フロアにて音楽や環境音（鳥のさえずり、川のせせらぎなど）が

流れることをよいと思いますか？①～⑤のうち一つお選びください。                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―２ Ｂ－２で④どちらもよくないとお答え頂いた方にお聞きします。どのような点がよ

くないと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（３人） 

・静けさが保たれているのが図書館最大の魅力、長所だと思っているので、音は必要ありません。 

・図書館で好きな本と出合う音のない静かな時間が好きです。音はいらないと思います 

・子供のためならよい 

館内での BGMですが、「音楽」「環境音」のどちらかで問題ない、また「どちらでもよい」と回答された方が

約8割を占めましたが、B-1での約13％の方の「不要」というご意見、B-2での「BGMはよくない」と回答

された全体の 15％の方々のご意見は決して少なくないという印象を受けました。自由記述欄へのご意見も

鑑みるに大切なご意見として受け止めたいと思います。 

その他（３人） 

・とくにＢＧＭは必要ないと思います。 

・時間帯を限って流すぐらいから始めてはどうでしょう 

・必要な放送いがいいらない 



Ｃ 小さいお子様連れの図書館利用についてお答えください 

 

―１ 中央図書館では子どもの読書活動推進するための読書環境の整備について様々な

方策を検討しています。その中で１階 閲覧フロアにて、多少騒いでも可、館内でう

るさくない程度の音量で音楽をかけるなど、小さなお子様連れのお客様等が利用しや

すい状況を月に数回用意することにご協力いただけますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に 
 

― 中央図書館が、市民の皆さんにとって、より身近でより頼りになる図書館になるための

前向きなアイデアや図書館で行われるイベント（事業）で希望されるものがありましたら、

自由かつ具体的にご記入ください。 

 

 

 

子どもの読書推進に関する一つの取組としての環境整備ですが、７７％のお客様のご理解を頂けたこと、大変

嬉しく思っております。しかしながら「図書館では静かにするというしつけが必要」「図書館は静かな環境である

もの」といったご意見も最もだと思います。 

老若男女問わず、様々な年代の方が利用される図書館ですから、曜日や時間帯など充分検討した上で試験的

運用をし、皆さんが使いやすい図書館づくりをすすめていきたいと思います。 

たくさんのアイデアをありがとうございました。 

巻末に全記入内容を添付します。併せてご高覧ください。 
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アイデア・ご意見・ご要望など

皆さまよりいただいた、より身近でより頼りになる図書館になるための前向きなアイデア
※回答を求められていると感じたご質問については該当項目直下へ回答をさせていただきました。

苫小牧の図書館の立地条件はとても良いです。環境、アクセスの点でとても有難いです。

芸術の見方の本を購入して欲しい。（札幌の図書館）にはたくさんありました。

見やすくしてほしい。どこになにがあるかわからない。パソコン使い方がわからない。

私も学生時代吹奏楽のクラブに所属しており、どの音楽も好きですが、やはり芸術（美術等）好き嫌いがあり、音楽
は難しいと思う！！自然環境の中でのサウンドであれば、受け入れやすいと思います。私の好みでは、歴史的なもの
（苫小牧や日本史！！）講座（年令を問わず出席できる内容で！！）

C-1に関して、子供の声は小さくとも耳につくものです。仕切る等の工夫をするとお互いにもっと利用しやすくなる
と思います。仕切ることで大きな声を出してもいいということではありません。

飲食自由な空間が２Fにありますが、１Fでもコーヒーを飲みながらなんて良いと思います。空間がやわらかい雰囲気
になるかと。

・作家さんが直接お話してくれるイベント・好きな本について語るサークル・映画の上映会をもっと早い時間にして
ほしい。

予算があると思うが、新書が少ないように感じる。私は映画関係の本が特に好きなので感じる。

人間が立った時の目線に図書館さんのおすすめのベストな本があると手に取って見やすい。

大好きな図書館が前よりもずっと利用しやすくなりました。司書の皆様もとても親切です。いつも有難うございまし
た。これからもよろしくお願い致します。

子供は大いにさわいでよい。親の成長に繋がるし、そのくらいで文句いうよりもっというべきところがある。（大人
の方で問題が多くある気がする。）いつも良い本、栄養をありがとうございます。図書館のおかげでとても豊かで
す。

老後の楽しみとして、時間の有効活用として図書館を利用しています。本が家の中で増えないようにいつも新刊予約
で楽しんでいます。

古い本が多くなった。旅行誌は特に新しい物をお願いしたいと思います。

いままで通りで良い。
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アイデア・ご意見・ご要望など

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

何をやるでも反対する人が多いかと思いますが、このようなアンケート結果をふまえ実施してみて、改善や中止、継
続を検討するべきだと思います。指定管理者の方のアイデアを色々と実施してみて下さい。応援してます。

御利用させて頂き有難とう御座居ます。

うるさくない程度の音量というのがわかりません。子どもさんが多少声をあげるくらいはもともとそんなに気になり
ませんが、音がずっと流れているのは困ると思います。別の部屋を用意できないのでしょうか。

受付カウンター裏がうるさい。スタッフの声うるさい。カウンターうしろの本棚を無くしてしまった方が静かになる
気がする。

お母さんがお子さんの声などで遠慮、気がねなく来館できるのでしたら大賛成です。

イベントではありませんが、札幌のように電子書籍で閲覧（見る機械の貸与もあり）できるものを増やしてもらえる
と良いと思います。

図書の延滞金をとると良いと思います。少しぐらい負荷がないと大事にしない人がいるから。

年令にあった本、雑誌がもう少し有るとよいと思ってます。

23
ご意見ありがとうございます。今回の件は図書館が警察へ情報提供したというところではなく、警察より市へ問い合
わせがあり、教育委員会が警察刑事訴訟法に基づく照会に対して、苫小牧市個人情報保護条例に照らし合わせて、情
報提供を行ったというところです。図書館としては「図書館の自由に関する宣言」にのっとり「図書館は利用者の秘
密を守る」という立場を守って運営してまいります。

そもそも図書館は誰でも集まって欲しい所ではなく図書館に行きたい人が行く所です。静かなままにしておいて下さ
い。

利用者カードを警察への協力と称してデータを渡すことは「図書館法」にてらして断じてあってはならないこと。以
後留意されたし。

貸し出し用の本の中に一般的でない（多数の人が利用しない）専門書の購入率が高すぎるように思います。

過去読んだ本のデータをすぐわかるように図書館のパソコンに個人情報を入力していてほしい。そうしないと2度借
りをするなどムダになってしまう。

本を汚す人がいるのが残念です。

先日ニュースになってました、特定の人の個人情報が警察の方に流れた件について図書館の今後の方針は？妥当な処
理だったのですか？
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アイデア・ご意見・ご要望など

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

誰でも（赤ちゃん、子、若い人、高齢）が利用できるのが図書館（楽しく）

イベントのことじゃないのですが、靴についた雪を払うのがたいへん。コミセンでブラシを下げてあり、良いと思い
ました。

「図書館の自由に関する宣言」「利用者の秘密を守る」「公務員の守秘義務」を遵守しなければ市民の賛同は得られ
ない。この程度のことは守って欲しい。

「図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない」という、この「図書館の自由に関する宣言」の基本を厳守する
よう求めます。

予算等で厳しい面もあるかと思いますが、席がもっと増えると良いかと。

足音がうるさく感じる人が多い

紙の町苫小牧をアピールし、市民が認識し、子どもたちも調べ学習でここからスタートしていろいろ調べるようにな
るといい。王子会社とタイアップして他の町ではまねできないしかけはできないものか。漁師さんとタイアップして
ホッキ貝についても図書館で何かできないか。

利用した者の名前や情報を警察に流すことは許せない。図書館利用がこわくて、できない。

コピー機器（館内の本限定でしか使えない現状におどろきました。）下のコピー機を自由に使えるようにできません
か。※貸し出し履歴を警察に知らせるなどあってはならないことと思います。このままでは、不安で本を自由に借り
られなくなりますね。

37

図書館に設置されているコピー機は著作権法 31 条 1 項による複写サービスを行うために設置されているものであ
り、著作権法31条1 項で複製できるのは「図書館等の図書、記録その他の資料」となっております。よって私物資料
やノートの複写は法31条1項の範囲外となりますので、利用不可となります。ご不便をおかけしますが、ご理解くだ
さいますよう、お願い申し上げます。

また警察への情報提供の件について、ご不安な気持ちにさせてしまい、申し訳ございません。この件につきましては
警察より市へ問い合わせがあり、教育委員会が警察刑事訴訟法に基づく照会に対して、苫小牧市個人情報保護条例に
照らし合わせて、情報提供を行ったというところです。図書館としては「図書館の自由に関する宣言」にのっとり
「図書館は利用者の秘密を守る」という立場を守って運営してまいります。

個人情報の管理をしっかりやってほしい。書棚が狭くなっているので書棚を増設してほしい。

いつも助けていただいてありがとうございます。これからも学校司書の相談にのってください。

ドキュメントの文書は1ヶ所にしてほしい。

ＣＤ・ビデオの数を増やしてください。（今おいてあるのは古すぎる為）
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アイデア・ご意見・ご要望など

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

端末での検索がタッチパネルではやりにくいため、キーボードで検索できる端末があればいいのですが…

他の図書館にも行ったことがありますが、子供だけでなく、カウンターも、大人もお話声が大きいと思います。シー
ンとした中での本をさがしたり、読んだりが好きです。機械を動かすときにも注意していただけるとよいです。

文庫本など古くてというものが多々ありますが、処分の方向性を考えることが必要かもしれません。又、フリー記入
欄となっているので、あえて書きますが職員の皆様の対応はすばらしい動きと思います。

時々少々騒ぐことがあっても気になりません。子どもが本に対して素直な感情を出した方がよいのですよ。

飲み物を飲みながら読書して、借りるのではなく、ちょっと読みにして、リラックスできる所があるといいですね。
気軽く立ち寄れると最高です。

子ども図書のエリアは部屋のように全部囲ってほしい。とても子どもが（自分の）さわぐので、まわりに迷惑をかけ
る、ゆっくり本をえらべない。

引き続きよみ聴かせをおねがいします。機会があれば是非利用させて頂きます。

雑誌のバックナンバーが見にくいです。ドゥーパやオートバイ（自身のことですみませんが）ならんでいるとうれし
いのですが。

・月に何度か、幼児が自由に遊べるスペースの開放があってもらえたらうれしいです。・木のプールとか木製品のお
もちゃとかのイベントがあると「あそぶ＆本をよむ」がＳＥＴで楽しめる。

子どもと一緒に来れるのがうれしいです。

子どもと利用するので、子連れ利用しやすくなるととてもうれしいです。

今のままでじゅうぶんだと思われます！

今すぐは思いつかない。

時代の流れ、発展？

閲覧フロアの拡大（テイクアウトでコーヒーとか飲みながら読書できるエリア）
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アイデア・ご意見・ご要望など

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

借りた本を読むのが精一杯です。

未だ参加したことがないのですが、映画上映で字幕かふきかえのどちらかわかれば有難いです。

夏頃から2週間ごとに子どもと来ています。音楽、とても良いと思います。リラックスできるような音だと合うと思
います。

CDなどの貸し出しもあればいいと思います。

1人の作家についての意見、感想会などどうでしょう。

駐車場の整備、混んでいる事もある。

子供がいつでもどこでもさわいで良いとするのは良くないと思います。

本の場所をもう少しだけわかりやすくしてください。Aのケとかだとわかりづらいです。

①上の質問（B-2、C-1）：子供に静かにするべきと躾するのも読活。音楽は不要。川崎図書館のように幼年絵本を集
めた小部屋を造り遮音すると良い。②ミニシアター：観たい映画をアンケートで募ると良い。

（C-1）子どもが本を好きになる為なら数回は良いと思います。

映画の上映会はとても良いと思う。続けてほしい。

ロッカーとカサ立てを現在の100円コイン式からコインを使用しない方式に変更できませんか？

57

ご意見ありがとうございます。コインを使用しない方式のロッカー・傘立てについてですが、現在施設内優先順位と
して実現が難しいところです。貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。
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