
図書館アンケート　最終報告（アンケート実施期間：令和３年９月１０日～１１月１０日）

回答件数 　計１５９件

回答内容

問１は、回答者の性別についての質問。回答者の52.2％が女性、47.8％が男性からの回答。

問２は、回答者の年齢層についての質問。

　１９歳以下　 11.9% ５０代 12.6%

　２０代 　　　 7.5% ６０第 18.2%

　３０代　　　 15.1% ７０歳以上 13.2%

　４０代　　 21.4%

47.8%

52.2%

問１ あなたの性別は？

11.9%

7.5%

15.1%

21.4%

12.6%

18.2%

13.2%

問２ あなたの年齢は？

男性

女性

１９歳以下

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０歳以上



問３は、回答者の職業に対しての質問。

小学生・中学生 6.3% パート・アルバイト 20.8%

高校生・大学生 10.1% 家事従事者 11.9%

会社員 18.2% 無職 17.0%

公務員 6.3% その他 1.9%

自営業 7.5%

問４は、回答者の居住地に対しての質問。

富里市内 79.2% 芝山町 0.0%

成田市 11.9% 山武市 0.6%

酒々井町 3.1% 多古町 1.3%

八街市 2.5% その他 1.3%

6.3%

10.1%

18.2%

6.3%

7.5%
20.8%

11.9%

17.0%

1.9%

問３ あなたのご職業は？

79.2%

11.9%

3.1%

2.5%

0.0%
0.6%

1.3%

1.3%

問４ あなたのお住まいは？

富里市内 成田市 酒々井町 八街市 芝山町 山武市 多古町 その他

小学生・中学生

高校生・大学生

会社員

公務員

自営業パート・アルバイト

家事従事者

無職

その他

富里市内
成田市

酒々井町

八街市

芝山町
山武市

多古町

その他



問５は、回答者の利用登録の有無についての質問。登録者は92.5％、未登録者は7.5％

問６は、図書館施設の内、最も利用する施設についての質問。

図書館本館 78.6% 浩養小学校市民図書室 0.0%

北部コミュニティセンター 19.5% どの施設も利用していない 1.9%

92.5%

7.5%

問５ 富里市立図書館の利用登録をしていますか？

78.6%

19.5%

0.0%

1.9%

問６ 最もよく利用する図書館の

施設はどこですか。

登録している

登録していない

図書館本館

北部コミュニティセンター

浩養小学校市民図書室

どの施設も利用していない



問７は、図書館の利用頻度についての質問。

ほぼ毎日 2.5% 月に１回程度 18.9%

２～３日に１回程度 8.8% 年に数回程度 23.3%

週１回程度 25.2% 利用したことがない 0.6%

２週に１回程度 20.8%

問８は、図書館への交通手段についての質問。

徒歩 15.1% バス 0.6%

自転車・バイク 18.9% その他 0.6%

自動車 64.8%

2.5%
8.8%

25.2%

20.8%

18.9%

23.3%

0.6%

問７ どのくらいの頻度で図書館施設を利用します

か。最もあてはまるものを選んでください。

15.1%

18.9%

64.8%

0.6%

0.6%

問８ 図書館施設を利用する際の主な

交通手段を教えてください。

ほぼ毎日

２～３日に１回程度

週１回程度

２週に１回程度

月に１回程度

年に数回程度

利用したことがない

徒歩

自転車・バイク
自動車

バス

その他



問９－１は、図書館の蔵書構成の希望についての質問。

新刊本の充実が最多で129件、次いで児童書の充実56件、実用書の充実50件が利用者の要望が

高い結果となった。

なお、その他に挙げられた要望（問９－２）の内容については、次のとおり。

問９－２　問９－１で「その他」をお選びいただいた方は、希望する資料の内容をご記入願います。

・3年前ぐらいは、新しい本もそれなりにあったが、今は、読みたい本が少ないので、買ってほしい。 奉仕

・大学受験参考書 奉仕

・コロナ禍でもあるので、電子書籍を導入しては、他の市ではいれているところが結構あります。 奉仕

　このご時世、富里は遅れているのでは

・コミック 奉仕

・時事に関しての本が好きで、借りていますが、古いものが多い。 奉仕

　情報は常に新しいものが良いので、購入を希望します。

・児童書の冊数が少なくだいぶ傷んでいます。これからの富里を支える子どにも税金を使ってください。 奉仕

・今のままで十分。市の大きさに対してちょうどいい。 奉仕

　新刊や専門性の高いものを何でもかんでも図書館で調達しようというのは厚かましいと感じます。

・金枝篇の文庫本など古典的名作の新訳本。 奉仕

　他の図書館から取り寄せて下さいますが、ゆっくり読めたらいいなと思います。

・WiFi 奉仕

・児童書が大分傷んでいます。買い換えたらいいのでは 奉仕

・文庫本の充実 奉仕

・電子書籍の充実 奉仕

・電子書籍の貸出 奉仕
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20
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56
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新刊本の充実

雑誌の充実

実用書の充実

専門書の充実

辞典などの調べごとに使用する図書の充実

郷土資料の充実

行政資料の充実

児童書の充実

視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど）の充実

その他（問９－２にお進みください）

問９－１ 今後、図書館の資料がどうあれば良い

と思いますか？（複数回答可）



問９－３は、図書館内スペースの活用についての質問。

最多は『特にない』で71件、続いて、『絵画・写真展などの展示』52件、『図書の展示』47件

といった意見が寄せられた。

なお、その他に挙げられた要望（問９－４）の内容については、次のとおり。

問９－４　問９－３で「その他」をお選びいただいた方は、その内容をご記入願います。

・飲食できる場所がほしい。　同様他１件 ２件 施設

・イベントに税金を掛けるならば、新しい本を買ってほしい。 １件 奉仕

・スペースがあるなら、書棚を増やしてほしい。 １件 奉仕

・個人的には落ち着いて読める場所の確保は重要だと思うので、今のままで十分です。 １件 施設

・利用者の趣味の作品の展示 (手芸、工作等小さめのもの)。 １件 施設

・コンサート １件 施設

問９－５は、図書館内のＢＧＭの有無についての希望調査。

あっても良い　　 31.4% どちらとも言えない 12.6%

ない方が良い 56.0%

52

41

47

32

71
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絵画・写真展などの展示

小中学生等の作品の展示

図書の展示

郷土資料の展示

特にない

その他（問９－４にお進みください）

問９－３ 今後、図書館内のスペースを活用したイベント

や展示等を開催する場合、どのようなものが

良いと思いますか（複数回答可）。

31.4%

56.0%

12.6%

問９－５ 図書館内にＢＧＭ（例：小鳥のさえずり

等）があった方が良いと思いますか。

あっても良い

ない方が良い

どちらとも言えない



問１０ー１は、図書館の利用目的についての質問。

『読書』が最多で、136件。『自習』42件、『休養・リラックス』29件が続く結果となった。

なお、その他に挙げられた要望（問１０－２）の内容については、次のとおり。

（９件の回答）

・本を借りる　同様他３件 ４件

・セミナーや講演会 １件

・子供達の絵本を借りに行きます １件

・孫への読み聞かせ １件

・本返却と予約本引き取りに限定 １件

・興味が持てる本を探し、くつろぐ。 １件

問１１では、図書の種類及び量についての満足度調査。

満足 27.0% やや不満 12.6%

やや満足 26.4% 不満 2.5%

普通 31.4% 利用したことがないのでわからない 0.0%

136

42

27

4

29
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

読書（新聞・雑誌の閲覧含む）

自習

持込パソコン・スマートフォン等の利用

ＡＶブース・ＰＣブースの利用

休養・リラックス

その他（問１０－２にお進みください）

問１０－１ 図書館をどのような目的で利用します

（もしくは利用したい）か？（複数回答可）

27.0%

26.4%

31.4%

12.6%

2.5%

0.0%

問１１ 図書の種類・量について、

あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足普通

やや不満

不満
利用したことがないのでわからない



問１２は、新聞及び雑誌の種類・量についての満足度調査。

満足 24.5% やや不満 5.7%

やや満足 24.5% 不満 0.6%

普通 32.7% 利用したことがないのでわからない 11.9%

問１３は、視聴覚資料の種類及び量についての満足度調査。　　

満足 11.9% やや不満 10.1%

やや満足 18.2% 不満 6.3%

普通 23.3% 利用したことがないのでわからない 30.2%

24.5%

24.5%32.7%5.7%

0.6%

11.9%

問１２ 新聞及び雑誌の種類・量について、

あなたの感想を教えてください。

11.9%

18.2%

23.3%10.1%

6.3%

30.2%

問１３ 視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤ等）の種類・量に

ついて、あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない

満足

やや満足

普通
やや不満

不満

利用したことがない のでわからない



問１４は、貸出数の上限についての満足度調査。

満足 52.8% やや不満 2.5%

やや満足 11.9% 不満 0.0%

普通 31.4% 利用したことがないのでわからない 1.3%

問１５は、貸出期間についての満足度調査。

満足 43.4% やや不満 5.7%

やや満足 13.2% 不満 1.3%

普通 36.5% 利用したことがないのでわからない 0.0%

52.8%

11.9%

31.4%

2.5%

0.0%

1.3%

問１４ 貸出数の上限（図書１０点＋視聴覚資料３点）

について、あなたの感想を教えてください。

43.4%

13.2%

36.5%

5.7%

1.3%

0.0%

問１５ 貸出期間（１４日間）について、

あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない



問１６は、予約及びリクエストサービスについての満足度調査。

満足 35.8% やや不満 5.7%

やや満足 20.1% 不満 0.6%

普通 25.2% 利用したことがないのでわからない 12.6%

問１７は、開館時間についての満足度調査。

満足 45.9% やや不満 9.4%

やや満足 10.1% 不満 4.4%

普通 28.3% 利用したことがないのでわからない 1.9%

35.8%

20.1%

25.2%

5.7%

0.6% 12.6%

問１６ 予約・リクエストサービスについて、

あなたの感想を教えてください。

45.9%

10.1%

28.3%

9.4%

4.4%

1.9%

問１７ 開館時間について、

あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満
利用したことがない のでわからない

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない



問１８は、開館日数についての満足度調査。

満足 48.4% やや不満 2.5%

やや満足 11.9% 不満 3.1%

普通 33.3% 利用したことがないのでわからない 0.6%

問１９ー１は、図書館施設についての満足度調査。

満足 38.4% やや不満 9.4%

やや満足 18.9% 不満 3.1%

普通 29.6% 利用したことがないのでわからない 0.6%

48.4%

11.9%

33.3%

2.5%

3.1%

0.6%

問１８ 開館日数（令和３年度開館予定日数２９１日）

について、あなたの感想を教えてください。

38.4%

18.9%

29.6%

9.4%

3.1%

0.6%

問１９－１ 図書館施設（建物・駐車場等）について、

あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない



図書館施設のやや不満ないし不満な点（問１９－２）については、次のとおり。

（２０件の回答）

・駐車場が狭い　同様他9件 施設

・空きスペースが多すぎる　同様他１件 施設

・2階の自習スペースが、以前より少なっていて、土日などは、席の確保ができません。 施設

　なんとかしてください

・受付カンターの話し声が館内に響く 奉仕

・夏は暑くて児童書を選んでる時に汗が出ます。 施設

・外観は小綺麗ですが、日光があたる本棚が多く保存の状態が悪い本が多い様に思います。 奉仕

　カーテンなどをつける必要があると思います。

・大雨が降ったとき、雨漏りしているのを見たことがある。 施設

・天候が悪い日は暗すぎるので、早めの照明をお願いします。 施設

・昼食を取る部屋が欲しい（今は狭すぎる） 施設

・駐車場に屋根があると雨の日も行きやすい。 施設

問２０は、資料の探しやすさについての満足度調査。

満足 28.3% やや不満 8.2%

やや満足 19.5% 不満 1.3%

普通 39.6% 利用したことがないのでわからない 3.1%

28.3%

19.5%

39.6%

8.2%

1.3%

3.1%

問２０ 資料の探しやすさについて、

あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない



問２１は、資料検索用の端末の使いやすさについての満足度調査。

満足 30.8% やや不満 6.9%

やや満足 13.8% 不満 1.9%

普通 36.5% 利用したことがないのでわからない 10.1%

問２２は、図書館ホームページについての満足度調査。

満足 22.0% やや不満 8.8%

やや満足 15.7% 不満 3.1%

普通 40.3% 利用したことがないのでわからない 10.1%

30.8%

13.8%36.5%

6.9%

1.9%
10.1%

問２１ 資料検索用の端末の使いやすさについて、

あなたの感想を教えてください。

22.0%

15.7%

40.3%

8.8%

3.1%

10.1%

問２２ 図書館ホームページについて、

あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足
普通

やや不満

不満 利用したことがない のでわからない

満足

やや満足

普通

やや不満

不満
利用したことがない のでわからない



問２３は、図書館職員の対応についての満足度調査。

満足 56.6% やや不満 1.3%

やや満足 20.8% 不満 0.6%

普通 19.5% 利用したことがないのでわからない 1.3%

問２４は、所蔵調査等の対応についての満足度調査。

満足 30.8% やや不満 2.5%

やや満足 13.8% 不満 0.0%

普通 22.0% 利用したことがないのでわからない 30.8%

56.6%
20.8%

19.5%

1.3%

0.6%

1.3%

問２３ 図書館職員の対応について、

あなたの感想を教えてください。

30.8%

13.8%

22.0%
2.5%

0.0%

30.8%

問２４ 所蔵調査等の本の相談（レファレンス）

対応について、あなたの感想を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

利用したことがない のでわからない



問２５は、図書館のイベント等の周知方法についての調査。

図書館ホームページが最も多く目にする機会が多いとの結果で、104件。続いて、館内掲示物

が77件、富里市広報が69件が目にする機会が多かったとの回答が寄せられた。

問２６は、図書館の総合的な満足度調査。

満足 35.8% やや不満 4.4%

やや満足 28.9% 不満 1.3%

普通 29.6% 利用したことがないのでわからない 0.0%
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富里市広報

図書館ホームページ

図書館Ｔｗｉｔｔｅｒ

図書館だより

館内掲示物

見たことがない

問２５ 図書館のイベント等の告知について、

あなたが実際に目にしたことがあるものを教え

てください（複数回答可）。

35.8%

28.9%

29.6%

4.4%

1.3%

0.0%

問２６ 図書館の総合的な評価を教えてください。

満足

やや満足

普通

やや不満

不満
利用したことがない のでわからない



問２７　その他、図書館サービスについてご意見をお聞かせください。

（利用したことがない方は、その理由をお聞かせください）

（４３件の回答）

・緊急時や臨時の休館など防犯メールでお知らせして頂ければ助かります。 施設

　伺って休館を知るとガッカリするばかりです!

・本のリクエストが図書館ホームページからできるととても便利。 奉仕

　毎回1枚ずつ紙に書くのが大変。

・幼い子供も遠慮なく行ける雰囲気であって欲しいと思います。 奉仕

　上の子の本をゆっくりと探してあげたいですが乳幼児が一緒に行って泣き出したときに周囲

　の目がとても気になります。

・現在はコロナ禍中です。ここでの回答はこの環境下での感想です。 奉仕

　仕事もリモート化が進みました。

　コロナ禍から抜けたらまた違った感想になるでしょう。　

・外の壁に絵を描くお金があるなら本を買ってほしい 奉仕

・貸出し延長の手続きが、14日を過ぎるとできない。延長できる期間内であれば良いのでは。 奉仕

・土日に自習で利用してます。開館、閉館が延びると助かります！ 施設

・施設はきれいだが、肝心な新しい本が少ないのが残念 奉仕

・成田に比べたら本の数も少ないし、新しい本も少ないので、あまり魅力を感じない 奉仕

・登録のPCに返却期限2日前程度にメールが自動送信されれば有難い 奉仕

・他市町との資料貸出連携が簡易にできたら良いですね。 奉仕

・建物や環境が素晴らしく、立ち寄ってみたくなる場所になっていると思います。 奉仕

　図書館の方々の対応も良いと思います。 できれば、もう少し蔵書数が増えると嬉しいです。

・近隣の図書館と比べると新しい本が少なすぎます。 奉仕

・コロナ禍になり、本の除菌の機械を置いてもらえて良かったです。 奉仕

　やはり、いろんな方が触っているのが気になっていました。

　毎回利用させてもらっています

・子供用のトイレが暗いと思います 施設

・主にコミセンの貸出を利用しています。本を手に取って見ることができないのが残念です。 奉仕

・北部コミセンで貸出サービスを利用しています。 奉仕

　先日コロナ禍で1年半ぶりに本館に行き驚きました。

　以前は空間スペースだった処に（書庫～の本etc) テーマ別に展示されていました。

　館の運営者、担当者が変わりましたか？素晴らしいです。

　本好きの者にとってはお勧めの本にで逢える機会が増えます。　

　HPでの本の検索はアイウエオ順だけではなく、発売の新旧順でも可能なように改めていた

　だけると助かります。

・Wi-Fiが使えてとっても便利ですが、古い本が多くて、借りる気がしないです。 奉仕

・いつも利用させていただいております。希望のみ記載させていただきます。 奉仕

　絵本・児童書の充実

　(例えばサバイバルシリーズ等、こどもたちに人気の本が少ない、新刊が少ない)



　返却日が近づいたときに、メールでお知らせ機能があると大変助かる

　予約可能冊数を増やしてほしい

・もっと新しいものを置いてほしい 奉仕

・いつもリクエストにもご親切に応えて下りありがとうございます。唯一お手洗いの荷物を 施設

　かけるフックが高すぎるので低いところにもつけて頂けたらうれしいです。

・どんなサービスがあるのかわからない。 奉仕

・今後義務教育にも入るプログラミングに関する本を充実させて欲しい 奉仕

・本の消毒の機械があるのはコロナ禍の今、とても有難いと思った。 奉仕

・スマホ撮影機能の「カシャ」音が気になることがあります。 奉仕

　意識向上が図れるような掲示などか必要と感じています。

・新型コロナでの休館は何故か?予約貸し出し、返却をだけでも続けてほしかった。 奉仕

　新刊書籍とか本屋大賞、直木賞、芥川賞など受賞作品の入荷が他の市町村より遅いと思う。

・いつも丁寧に対応いただき、ありがたく思っています。 奉仕

　これからも利用しやすい図書館に期待しています。

・何冊か本の予約をしていると、一度に何冊も貸出待ちになることがあり、読み切りません。 奉仕

　次の予約が入っている本は、次の順番の方に順番を回すように、ホームページから手続き

　できる様にしていただきたいです。

・色々な特別展示やイベントを企画して、頑張っていると思います。 奉仕

・図書館の中で怒鳴る利用者を、何度も見かけた。 奉仕

　業務妨害で、出入り禁止にして欲しい。

　職員は、迷惑な利用者に、他の利用者が不快な思いをしない様、具体的な措置を取るべき。

・自動貸出機がしばしばカードが反応しないときがあるのだが、定期的にメンテ等をお願い 奉仕

　します。

・窓際（丸いテーブル？）のちかくに郷土本を置いているのが気になります。 奉仕

　手に取りづらく、本の保存状態にも関わるのでやめた方が無難だと思います。

・自動貸出機の説明書きを、画面もしくは書籍等を置くセンサー側に掲示等した方がユーザー 奉仕

　にはわかりやすいと思う。

・電子書籍を始めて下さい。 奉仕

・特になし

・いつも利用させて頂きありがとうございます。




 奉仕

　図書の検索資料を予約したい時にシリーズ物等全てに番号がついている訳ではないので発売

　年だけではなく発売月も載せて欲しいです。

　あるいは作家が発売した年順に資料を並べて欲しいです。

　別の資料を確認してからになるので手間がかかります。

　検索資料がどのシリーズの物なのかもう少し詳しく載せていたたければありがたいです。

　お忙しいとは思いますがご検討ください。

・染みなどの汚れ又、古くなり汚れたものは買い替えて下さい。 奉仕

・いつもありがとうございます。コロナ対策を引き続き行い閉館しないで済むよう 奉仕

　「呼びかけ・声掛けをし、三密を避け消毒の徹底」をしてくださるとうれしいです。



・休館日以外にも休館になっている日がちらほらありました。 施設

　遠くから徒歩で足を運んだがやっていない日が過去数回あり、苦労しました。

　ホームページやTwitterを覗いてみましたが、告知がなかったです。

・コロナ禍で急な閉館があった時は、とても残念でした。 奉仕

　予約した本だけでも借りられる等工夫して欲しかったです。

・視聴覚室が寒かった（９月１５日） 奉仕

・本のリクエストをオンラインでもできるようにして欲しい 奉仕

・書庫にある本をなるべく除籍本(リサイクル本)にして欲しいです。 奉仕

　それと転売防止の為の契約を図書館側と除籍本譲渡側でする様にして下さい。


