
１．アンケートの概要

① 目　的

② 対　象

③ 方　法

④ 期　間　

⑤ 内　容　

平成３０年度 木津川市立図書館利用者アンケートの結果報告

　開館時間に関する地域要望等〔市議会での質問・答弁（開館時間及び開館日）〕を受けて、図書館の利用者を

対象に、「主に開館時間・開館日について」のアンケートを実施し、利用者ニーズの把握を行うものです。

　また、その結果は、図書館運営並びに利用サービスの見直しや充実に向けた検討の参考とするものです。

　中学生以上の木津川市立図書館（中央・加茂・山城）来館者　　※ 市外在住者・未登録者を含む。

　市立図書館内で来館者にアンケート用紙を配布し、館内に配置した箱に投函していただきます。

　平成３１年 ２月 １日（金） ～ 平成３１年 ３月３１日（日）

　別紙『木津川市立図書館　利用者アンケート』のとおり
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２．アンケートの実施結果

① 期間数　

② 回答数　

３．アンケートの結果内容

◆ 問１

　　（１）木津川市立図書館の開館時間・日について

設問内容 回答数 割合

a．満足 321 26.5%

b．おおむね満足 570 47.1%

c．どちらでもない 48 4.0%

d．やや不満 243 20.1%

e．不満 28 2.3%

問１ （１ ） 合計 1,210 100.0%

321

570

48

243

28
開館時間・日について

a．満足

b．おおむね満足

c．どちらでもない

d．やや不満

e．不満

(26.5%)

(2.3%)

(4.0%)

(４７.１%)

(20.1%)

　平成３１年 ２月 １日（金） ～ 平成３１年 ３月３１日（日）　開館延べ ３５日

　１,２３８件（人）　　〔 期間中の実利用者数：８,６９４人 〕
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　　（２）問１で、「やや不満」・「不満」と答えた方におたずねします。

どこを改善すれば利用しやすくなると思いますか。

１．もっと早く開館する

設問内容 回答数 割合

a．９時３０分から 76 35.7%

b．９時００分から 128 60.1%

c．それ以前 6 2.8%

「1. もっと早く開館する」に〇印 3 1.4%

計 213 100.0%

２．もっと遅くまで開館する

設問内容 回答数 割合

a．１８時３０分まで 40 24.5%

b．１９時００分まで 92 56.4%

c．それ以降 26 16.0%

「2. もっと遅くまで開館する」に〇印 5 3.1%

計 163 100.0%

40

92

26

5

どこを改善すれば利用しやすくなるか 《遅くまで開館》

a．１８時３０分まで

b．１９時００分まで

c．それ以降

「2. もっと遅くまで
開館する」に〇印

(56.4%)

(24.5%)
(16.0%)

(3.1%)

76

128

6 3

どこを改善すれば利用しやすくなるか　《早く開館》

a．９時３０分から

b．９時００分から

c．それ以前

「1. もっと早く開館
する」に〇印

(60.1%)

(35.7%)

(2.8%)

(1.4%)
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３．休館日を変更する　→　具体的に ４．その他　→　自由記入

祝日開館に関すること 祝日開館する 33 図書館資料に関すること 3

その他 1 開館時間 平日９時から 1

その他開館に関すること 毎月最終金曜　開館 6 土日９時から 3

月曜開館する 4 閉館時間 土日18時まで 16

その他 4 平日18時30分まで 1

平日休館に関すること 6 土日18時30分まで 4

その他休館に関すること 休館日を無くす 2 土日19時まで 1

休館日が多い 2 時間延長 10

その他 12 開・閉館日 祝日開館する 9

その他 3 月曜開館する 1

73 その他 3

その他 5

施設・設備に関すること 2

職員に関すること 3

全般 4

66

※ 記入いただきました主な内容は、別資料を参照ください。

計

計

開
館

休
館

開
閉
館
時
間
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日
に
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す
る
こ
と

36
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◆問２

あなたが図書館サービスの中で最も充実してほしい事はなんですか。

設問内容 回答数 割合

a．資料（本・CD・DVDなど）の充実 859 61.9%

b．開館日・開館時間の充実 207 14.9%

c．職員の充実 30 2.2%

d．施設・設備の充実 194 14.0%

e．行事・イベントの充実 98 7.1%

計 1,388 100.0%

◆問３

あなたのことについて、お聞かせください。

年齢

設問内容 回答数 割合

a．１０代 22 1.8%

b．２０代 19 1.6%

c．３０代 186 15.3%

d．４０代 307 25.3%

e．５０代 135 11.1%

f．６０歳以上 543 44.8%

計 1,212 100.0%

859207

30
194

98

図書館サービスの中で最も充実してほしい事は

a．資料（本・CD・
DVDなど）の充実
b．開館日・開館時
間の充実
c．職員の充実

d．施設・設備の充
実

(14.9%) (61.9%)

(7.1%)

(14.0%)

(2.2%)

22 19

186

307

135

543

年齢

a．１０代

b．２０代

c．３０代

d．４０代

e．５０代

f．６０歳以上

(44.8%)

(25.3%)

(1.8%) (1.6%)

(11.1%)

(15.3%)
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性別

設問内容 回答数 割合

a．男性 429 36.3%

b．女性 753 63.7%

計 1,182 100.0%

住所

設問内容 回答数 割合

a．木津川市木津エリア 760 63.0%

b．木津川市加茂エリア 312 25.9%

c．木津川市山城エリア 84 7.0%

d．木津川市以外 50 4.1%

計 1,206 100.0%

429

753

性別

a．男性

b．女性(63.7%)

(36.3%)

760
312

84
50 住所

a．木津川市木津エリ
ア
b．木津川市加茂エリ
ア
c．木津川市山城エリ
ア
d．木津川市以外

(63.0%)
(25.9%)

(7.0%)

(4.1%)
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◆ 問４

その他、ご意見等ございましたらご記入ください。

全般 48

図書館資料に関すること 130

図書館サービスに関すること 107

開館日・開館時間に関すること 43

祝日開館に関すること 祝日開館する 2

その他開館に関すること その他 3

その他休館に関すること 休館日が多い 2

その他 4

開館時間 平日９時から 2

平日９時３０分から 3

土日９時から 3 図書館システムに関すること 23

土日９時３０分から 1 施設・設備に関すること 81

閉館時間 土日18時まで 5 駐車場に関すること 60

平日19時まで 3 職員に関すること 70

時間延長 12 その他 18

その他 3 580

※ 記入いただきました主な内容は、別資料を参照ください。
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４．アンケートの結果概況等

① 結果概況

② 総　　評

　アンケートには、１,２３８ （ｱﾝｹｰﾄ期間中の利用者数 ８,６９４人） の回答があり、主たる問いかけの

開館時間・日については、１,２１０の回答でした。

　そのうち、『満足』や『おおむね満足』の回答が８９１あり、回答数比率 〔891÷1,238〕としては７１．

９％でした。　[問1（1）]

　『やや不満』及び『不満』とされた２７１の回答に対して、「どこを改善すれば利用しやすくなりますか」の

問いかけに、それ以上の５１５の回答がありました。

　また、５１５の回答のうち、開館時間に関するものは４１２の回答でした。　[問1（2）1～4]

　問１（１）で、『満足』及び『おおむね満足』との回答が多かったものの、問１（２）では、開館時間につい

ての回答・ニーズが一定数あり、この点について、充実を求める声も少なくないことが伺えます。　　　　　　　　　　　　　　　　

　図書館を取り巻く現状 〔市の財政事情や行政改革の推進等〕 を念頭に、いかに利用者ニーズに応えていく

か、今後の運営のあり方について、十分な検討を要するところです。

注） 問１（２）については、（１）の問いに、ｄ．やや不満 及び ｅ．不満 とされた方に対してのものでしたが、

　想定以上の回答があったため、比較比率としては見極めにくいことから、参考として見ていきます。
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　【 そ　の　他　資　料 】
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10

木津川市立図書館 利用者アンケート

平成３１年 ２月

木津川市社会教育課
（木津川市立中央図書館）

日頃は、木津川市立図書館をご利用いただき、ありがとうございます。

図書館をご利用の皆さんからご意見等をうかがい、サービス向上にむけての参考

とさせていただくため、下記アンケートへのご協力をお願いします。

【アンケートの概要】

■ 対象者：中学生以上の方

■ 期 間：平成３１年２月１日（金）～ ３月３１日（日）

■ 内 容：開館時間等の利用について

【ご記入にあたって】

■ 全ての項目について、あてはまる記号に○をつけるか、ご記入ください。

問１(１) 木津川市立図書館の開館時間・日について

a. 満足 b. おおむね満足 c. どちらでもない d. やや不満 e. 不満

[現行] 木津川市立図書館の開館時間と休館日

問１(２) 問１で、「やや不満」・「不満」と答えた方におたずねします。

どこを改善すれば利用しやすくなると思いますか。

１．もっと早く開館する → a.９時３０分から b.９時から c.それ以前

２．もっと遅くまで開館する → a.６時３０分まで b.７時まで c.それ以降

３．休館日を変更する → 具体的に（ ）

４．その他（ ）

図書館 開館曜日 開館時間 休館日

中央

(木津）

・

加茂

火 ～ 金 午前１０時～午後６時
月曜日（祝日の場合は、その翌

日も休館）

祝日（日曜日を除く）

毎月最終金曜日

年末年始・特別資料整理期間
土・日 午前１０時～午後５時

山城

火 ～ 金 午前１０時～午後６時
月曜日

祝日の翌日

毎月最終金曜日

年末年始・特別資料整理期間土・日・祝日 午前１０時～午後５時
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- ありがとうございます。 裏面もご記入ください。-

問２ あなたが図書館サービスの中で最も充実してほしい事はなんですか。

a. 資料（本・ＣＤ・ＤＶＤなど）の充実 ※蔵書数・新しい本が入っているか など

b. 開館日・開館時間の充実 ※ 開館時間を長くする・開館日を増やす など

c. 職員の充実 ※ 専門性・接客態度・人数 など

d. 施設・設備の充実 ※ 照明・トイレ・冷暖房・バリアフリー・駐車場 など

e. 行事・イベントの充実 ※ 読み聞かせ・工作教室・講演・講座 など

問３ あなたのことについて、お聞かせください。

年 齢 ： a. １０代 b. ２０代 c. ３０代 d. ４０代 e. ５０代 f. ６０歳以上

性 別 ： a. 男性 b. 女性

住 所 ： a. 木津川市木津エリア

（木津町・木津・相楽・市坂・梅谷・鹿背山・吐師・兜台・相楽台

・木津川台・州見台・梅美台・木津駅前・城山台）

b. 木津川市加茂エリア

c. 木津川市山城エリア

d. 木津川市以外

記 入 ： 平成３１年 月 日 午前・午後 時

問４ その他、ご意見等ございましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

ご記入いただいた用紙は、回収箱へ入れていただくか、

カウンターの職員にお渡しください。



３．休館日を変更する　→　具体的に

【 主な内容 】

祝日開館に関すること その他開館に関すること その他休館に関すること

その他 その他 その他

他館が祝日に休んでいるのであ
れば、山城図書館も祝日を休館
してもいいのではありませんか。

連休に休まない。 平日休み
精華とズラしてもらえるとありがた
いです。

※ 3.に〇印のみ

全ての館で共通の休館日ではな
く、いずれかの館がいつも開いて
いる方がうれしいです。

火曜～金曜日の１日休み
ゴールデンウィークの休日のあり
方。

平時と同じ午後６時まで開いてい
ると助かります。

近くの図書館は月曜日なので変
えてみるのはいかがでしょう。

祝日
市内各館の休みを別々に。Or 精
華町図書館と重ならない。

土日　６時まで延長

火曜日（子供が振替で月曜日が
休みになるから、月曜日以外が
いいです。）

火曜or水曜休み
休みを月に１回ぐらいにして下さ
い。

毎月曜のみ休みに
月曜祝日の翌日休館を無くして
ほしい。

祝日と翌日休み 休館日を少なくする。

祝日の次の日も休館というのを
変えてほしい

休館日が３館でズレるとうれしい
です。

変更する必要なし

おおむね満足ですが、月最終金
曜日の休館はいつも忘れます。

休みが各館ばらけていたら便利。

資料整理期間が多く思われま
す。

開館 閉館

その他
平日休館に関すること
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４．その他　→　具体的に

【 主な内容 】

閉館時間 開・閉館日

時間延長 その他

予算（購入図書）が少な
い。人文系の本。

土日の時間延長 祭日にも時々ＯＰＥＮして欲しい。
４月から１０月まで開館は９時から、１
１月から３月までは１０時から

2F等使っていないスペースで学生等
の勉強学習に使えるようにすべきだと
思う。精華町図書館には学生が一杯
だ。

職員どうしのむだ話が
多い。

奈良市立図書館の開
館時間・休館日を参考
に。

本の種類を増やして欲
しい。

土・日の開館時間が午後５時まででは
早く閉りすぎる。

ロング休館日が多い！ 夏休みは少し早く開けてほしい
館の数を増やしてほしい。梅美・州見
台あたりに一箇所設置してほしい。

子供の不良態度に注意
を！

休館日が多過ぎる。せ
めて奈良市立図書館な
みに！

本が少ない。

大和郡山市、奈良市図書館と同じ夜７
時まで開館。大和郡山市は土曜のみ
夜９時まで、生駒駅前分室は夜８時ま
で開いている。

お盆はお休みでもいいですよ。 サマータイム制をもうけると良いかも。
職員皆さんの対応もＧｏ
ｏｄです。

せめて奈良市くらいに
なればいいと思いま
す。

もう一時間程度、開館・閉館を後ろ倒
しすれば、通学・通勤でより寄り易くな
る。

夏期　期間限定で夜間開館を！
図書館があるだけで満
足です。

休みの日しか行けないので、土・日の
閉館時間をのばして欲しいです。

夏時間を設けてくれたら、日が長くな
るので．．．。

閉館時間を曜日に関わらず統一した
方がわかりやすい。一般企業は午後５
時まで仕事があり、そこから図書館へ
行こうと思うと午後７時まで開いていた
方が良い。

土・日を遅くまで開館してほしい。

土・日の開館時間をもっと遅くしてほし
い。

土日の開館時間を延ばす。

働く人が帰りに寄れる時間まで開けて
ほしい。図書館は子供・無職・専業主
婦のものではない。税金を負担してい
る人が使えるようにするべきだと思う。

開閉時間・日に関すること
図書資料に
関すること

施設・設備に関すること 職員に関すること 全般
その他
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

全般

いつも利用させていただき、ありがとうございます。木津の図書館の雰囲気が落ち着いていて、いいなと思い、時々来させてもらっています。これからもよろしくお願い
します。

いつも楽しみに利用させていただいています。末長くお付合いさせていただきたいと思います。

いつも利用させて頂いて、とても助かっています。

３歳児の子供が絵本のセリフを覚えるほど、本が好きになりました！　字も読める（興味をもったのか）ようになりました！　

いつもお世話になっています。季節的に利用する時期はありますが、とてもありがたいと思っています。今後も活字を少しでも読める間はと思い、寄らせてもらいたいと
思っております。

いつも気持ち良い対応ありがとうございます。

ありがとうございます。子どもとたのしくかよっています。

楽しみに図書館を利用させてただいています。ありがとうございます。

図書館で過ごす時間、借りた本に囲まれることが生活の潤いとなって、大変ありがたく思っております。

充分満足しています。　アスピアにも近くへ行けば寄ります。　中央が一番近いので丁度良い距離です。　寝たっきりの母の介護に、本は楽しみです。　何冊も借りれ
て．．．。　通うのもストレス発散。

子供が小さい頃からよく利用させてもらってます。いろんな本を扱ってるので助かります。全部買ってたらお金がいくらあっても足りません。子供が本好きに育ってくれ
たのも図書館の存在が大きいです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

いつもありがとうございます。沢山の書物・資料が気持ちよく借りられて、本当にありがたいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。
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【 主な内容 】

全般

リクエスト本をいつもお取り寄せ頂きありがたく思っております。

満足してます。

今のままでいいです。

図書館が小さい時から大好きです。いつもありがとうございます。父も兄も教育者で家に本がたくさんあり、読書が大好きでしたので、近くに図書館があるのはとてもあ
りがたく幸せです。毎月、新本が入るのを新聞で読み、図書館へ行くのが一番の楽しみです。

文化の都市を標榜するなら、市民の知的財産としての図書館ぐらい充実してあたり前でしょう。市長の言っている事とやっている事が真逆である。

いつもお貸しいただき感謝のみです。ありがとうございます。

いつも気持ちよく利用させてもらっています。感謝！

利用に当たっては、十分満足致しております。ご苦労様です。

図書館にはお世話になってます。本がないと生きられません。

いつもありがとうございます。ゆっくりできて、とてもまんぞくしています。

いつもリクエストにお答えいただき、ありがとうございます。

いつもきれいに整理されていて嬉しいです。暖房もよくきいていて気持ち良いです。
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【 主な内容 】

全般

山城図書館は利用し易いです。

いつも図書館を活用させていただいてます。ありがとうございます。

山城図書館は駐車場も広く、利用し易いです。絵本も探し易く良いと思います。

きれいに整理されていました。

山城図書館をいつも利用しています。今は車の運転ができるが、できない場合、山城図書館しか行けない。統合したりして、山城図書館が無くなったりしないか不安で
す。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

図書資料に関すること。

読みたい本がない事が多い（新刊本など）。

リクエストの本や新刊など充実していて楽しみです。

作家の本が片寄っている気がします。たくさんある作家とそうでない作家、読みたい作家の本がたまたま少ないのかもしれませんが．．．。結構、売れてる本ですか？ありませ
んでした。

少し本の種類が少ない様に思える。ポピュラーな本は多く入っている様に思うが、歴史好きの私にとって、歴史関係の本がもう少し入れて下さると有難いです。

幼児向けのイベントがもっと充実していると嬉しいです。家からも本の有無確認や予約もできると便利。

雑誌やＣＤとＤＶＤを借りたい時は、山城図書館や加茂図書館まで行く事もあるので、中央図書館にも多くあれば嬉しいです。

「つり」の月刊誌（関西方面のニュース、情報などのないようが見たい。）

新刊の蔵書を増やして欲しい。

痛みのひどくなった（人気の）本は新しく買いかえてほしい。

もっと新しい本があればうれしいです。

新書をたくさん取り入れてほしいです。

新しい絵本が定期的に入っていてうれしいです。いつもありがとうございます。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

シリーズ物が途中までしかない本があるので、最後までそろえていただければと思っています。

単行本をもっと増やしてほしい。

老人で目が見え難くなってきているので、大文字の本をもっと充実してほしい。高齢化対策にもなると思います。

丁寧な対応ありがとうございます。いつも新聞を利用している者ですが、ひと月分を２冊に分けてありますが、月の初めや１５日以降の早い日時の時は良いにですが、区切り日
の後半になると２つに分けてあるのは重くて、私達のにはとても負担を感じます。ひと月分を上・中・下旬と３冊に分けていただけるよう希望します。

今野　敏さんの本を増やして欲しい。

サバイバルシリーズの冊数を増やしていただけるとうれしいです。

文庫を増やしてほしい。

ＣＤがもっと増えたらうれしいです。

借りた本に書き込みや傍線を引いている本がある。出来れば前に借りた人の名前が分かる様に出来ないか？　以前その履歴はおえないとの話だったので。

人気のある本は多人数待ちというのは承知しているが、何冊でまわしておられるのか常に疑問に思っていた。もし２冊位でまわしておられるのなら、人口は（減ではなく）増えて
いる木津川市である。もう少し多冊数購入して欲しいと思う。（自分に順がまわってくる頃には著者の次の新刊が出ていたりする。）

新しい話題の本をどんどん入れてほしい。反対に資料的に古くて使えない物は処分していってほしい。

新書の種類をもっと充実させて欲しい。文庫も。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

文庫本をもっとたくさん出しておいてほしい。検索して出してもらうのが大変だから。

新しくとどいた本のセンスの良さに、見るたびにうれしくなっています。

新しい文庫本の充実に期待したい。

人気ランキングコーナー等作ってほしい。

新しい本の充実を希望します。

旅行の本やテーマパークの本など充実させてほしいです。最新のものはもちろん、人気のある本は２冊・３冊とあってもよいと思います。宜しくお願いします。

ＣＤ・ＤＶＤ等の充実をお願いします。

新書を多く入れてほしい。

まだまだ読みたい時代小説があるので、このまま廃刊にしないで下さい。

雑誌を充実させてほしい。

たくさんの資料があるが、古いのと新しいのが混ざっているので、少し整理して頂けたらと思う。

人気作家の作品またはマスコミで取上げられた（○○賞受賞）本をもう少しアピールしてほしい。　特に人気作家の場合、待ち人数が多すぎる。-例-宮部みゆき先生の場合、４
０人以上で予約をあきらめた事がある。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

本の種類を増やしてほしい。

楽譜がもう少し補充してほしい。以前住んでいた横浜や岡山はとてもたくさん楽譜やＤＶＤ／ＣＤがあったので。　新着図書が増えてきてとてもうれしいです。

情報誌（旅行等）の古いものは撤去して欲しい。５年位までが限界だと思う。他にも利用価値の少ないものが多数ありすぎると思う。市制だよりなどに本の寄贈をもっと呼びかけ
てみてはどうか？

クラシックのCDをもっと充実して欲しいです。例えばクラシックの王道、グラモフォンシリーズ（内容も充実）を揃えるとか。Jポップ、洋楽だとジャンルが広すぎて、CDの選択も難
しいですが、クラシックだと大体、選択肢も決まっています。利用者も老若男女を問わず、流行にも左右されません。個人的にはバッハ弾き（ピアノ）のグレン・グールドのCDを
揃えてほしいです。彼のファンはとても多いです。どうぞ、よろしくお願い致します！！

経年化により紙が変色したり、多数の読者の手垢等で劣化した図書が散見されます。処分・更新の促進により、更に気持ちよく利用出来ると思います。

資料内容が充実していて良いと思います。地球の歩き方の充実をぜひ続けてください。

いつも利用させていただいています。ありがとうございます。福祉関係の図書を充実して下さると助かります。

もう少し本を増やしてほしい。もう少しキレイな本がほしい。（特に児童書）

積極的に新刊本を購入いただきたい。

中央図書館は作者順や出版社順にならべてあるので、とても探しにくい。

ＩＴ系の本を増やしてほしい。

大変とは思いますが、雑誌類の種類が増えるとうれしいです。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

本を開いたところに帯がはってあるのは内容がつかみやすくて便利です。　お世話をおかけして感謝しています。　政治・経済の本など余りにも古い本は情報が古すぎるので処
分された方が良いと思います。

開架の棚が見にくい。　特に旅行関係、地域ごとでなく、ジャンルごとにすべき。　奈良市立図書館を参考にすべき。

居住している図書館よりも、こちらの方が蔵書数も多く整理も行き届き使い易い。　

子どもと毎回楽しく本を借りています。古くなった絵本を新しいものに、など手に取りやすくなればより嬉しいです。（新書の充実ももちろんですが。）

いろんな本があって満足。

本に書き込みが多く見られます。

本やＣＤ・ＤＶＤの購入希望、リクエストをしたい。電気・機械の専門図書を増やしてほしい。資格のための本を増やしてほしい。

映画のＤＶＤなどあればうれしいです。

漫才本、雑誌、新刊をもっと増やしてほしいです。

ＤＶＤ、ＣＤの保有数が他の市町村に比べて少ない。保有数の充実を希望します。

アウトドア系の本や雑誌をもう少し取り入れてほしい。

何時も借りており、感謝しております。欲を言えばもっと新刊が早く入っていれば良いのですが。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

全集や文庫本で文字が極端に小さいものは、大きなものに更新してほしい。

古い本が多い。新しい物ともは言わないが入替や寄付等で工夫して欲しい。

木津中央図書館と加茂図書館の絵本は、出版社のアイウエオ順に分けて並んでいますが、背表紙の出版社表記は小さくて見にくく、その上に色分けテープが貼られて見えな
いことがあります。思った本を探し出すのに大変苦労します。山城図書館のように、すべての絵本を題名のアイウエオ順に並べて置く方が、探し出しやすく、又、棚に戻す時も、
子どもにも分かりやすいのではないかと思います。

美術系を充実してほしい。

ない本がない。充実・満足。

ライトノベルズをもう少し増やしてほしい。

マンガやジャニーズの雑誌をおいてほしいです。　アニメージュなどが置いてあるので、図書館すごく楽しいです。

職員の方が決めているわけではないと思いますが、もっと人気がある本を充実させてほしい。ＣＤやＤＶＤも１年に１回ではなく、せめて半年に１回ぐらい充実させてほしい。古す
ぎるＣＤなどは処分してほしい。

閲覧しやすい環境にしてほしい。（軽くて動かしやすい椅子、手元が明るいとか。）

本はかなり揃って充実している。　ＤＶＤで”日本アルプス”の山岳シリーズが欲しい。（高齢者で足の弱くなった人達が、山登りが出来なくなり、「もう一度見たいし行きたいの
に．．．無念だ」との声を聞く。）　⇒　山と渓谷社が出している、先の山岳シリーズを置いている他の施設を見かけてが、利用者は多かった。又、現状、子供や若い人向けのＤＶ
Ｄは多く置いているが、高齢者向けは少ないと思う。

ＣＤをたくさん置いて欲しい（井手町図書館はすごいです）

SNS・ネットでいろんな情報は得られるようになったけれども、やっぱり紙の本の方が心豊かに落ち着いて読めます。本の良さがあるので充実した蔵書・新刊本などもっとそろえ
てほしいです。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

いつもありがとうございます。アニメのＤＶＤをもっと増やしてほしいです。

蔵書数はもう少し増やして欲しいです。

１．スポーツ新聞の購入・設置は必要ではない。削減・廃止を。　２．全世代に対して数学・統計についての教育が重要と思うので、少なくとも高校レベルまでの参考書・読物の
充実をお願いしたい。

大きい活字本の充実

読了した新刊本を気軽に寄付に応じて欲しい。

新書の帯を表紙裏に切り貼りしてあるのは、とってもありがたいです。内容の参考になります。

古い本の修理をして欲しい。ＤＶＤも見難いものが増えている。

洋裁の本も木津川市になってから月刊以外ずっと同じ本ばかり並んでいるように思います。５冊ぐらい増えたぐらいで．．．。

大活字本の充実。リクエストを迅速に。

本が良いものほど古く汚れている。どんどん新しいものを入れるより、良い本を新しくしてもらいたい。子供がただ喜んで読むものではなく、本当に良いものをきれいな状態で置
き、子供たちが手に取りやすいように工夫してもらいたいです。

DVD、種類を増やしてほしい

スポーツ紙（報知かスポニチ）を追加願いたい。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

この辺りにレンタルのDVD屋さんがないので、出来たらDVDを増やしてほしい。CDはYou tubeなどで大丈夫なので。

外国語の資料が殆どないので、揃えてほしい。

週刊誌・月刊誌等人気のあるいつも貸し出し待ちのある本については複数用意するようお願いします。

メモ等記入された本は図書館として受付ないと聞いているが、図書を充実する為、多少記入されている本でも並べてほしい。

個人所有の蔵書の寄付をつのったらどうでしょう。

DVD日本映画や科学物を充実させてください。

①新刊書の購入基準はどう決めているのですか。②我々の希望は聞いてもらえますか。③そちらの必要とする本はありますか。公表してもらえば協力するのですが。（持ってま
すと寄付したいのですが）

新作が（連続物）中央でしか借りれない。今まで続けて入ってたのが、なかなか入らない。話が途中までになってしまう。

旅行関係の本の充実をお願いしたいです。例えば地球の歩き方は６～７年前の資料では困ります。旅行雑誌なども古いかと思います。

新しい本が少ない（ミステリーの）

本の絶対量が少ない。

蔵書の絶対数が少ない。適時、木津図書と本を交換してください。ベスト・セラーの本はやはり読みたいものです。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

活字の大きい本の充実してほしいです。

汚れのひどい本、劣化の為に赤茶色の本、少し悲しいです。

本の汚れ（特に文庫本）が気になります。児童書など清潔に保たれているかと言う事も含めて。専用の洗浄機もあるようですが．．．。

シリーズもので欠けている本があることがあるので、できるだけ揃えてほしい。　古本でも寄贈したいと考えているが、受入れ体制があるのかどうかよく分からない。

新しい本、話題の本がああるとうれしいです。とても古い本は同じような新しい（時代に合った）本に変えてもらえるとありがたいです。

問２に関して、文庫本の新刊があまりない。本屋で見るも、図書館にない場合が多く、新刊は本屋で購買している。（マスコミ等で本の売れゆきが悪く、特に新旧の文庫本を図
書館に置くことを抑制しているとのことですが．．．。特に支所では余計に遅くなっているのでは。

新着図書の案内をありがたく思います。

いろいろな特集が入り口付近にあるので、楽しみにしています。時代小説の充実をお願いします。

新刊を多く入れて借りやすくしてほしい。話題の本（例えば本屋大賞など）、借りやすくしてほしい。

こちらのうっかりミスで本を弁償致しました。どちらに売ってあるかを調べ、遠くまで買いに行き、返済しました。当然の事ですが、ミスした本を返される時に、裏表紙に大きな口
の穴を開けて返すのは如何なものでしょうか？私に返す本はどの様に傷をつけても構いませんか？非常識です。きれいにシールを剥がすべきでしょう！！

話題になった本はリクエストして３～４ケ月も来ないこともある。冊数が少なすぎるためか！！

予算の都合もあるかと思いますが、新刊本や話題作などの書籍をもう少し購入していただければと思います。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

予算を増やし、資料を充実してほしい。政治・経済・社会科学などの資料が古いうえに少ない。

趣味の月刊雑誌を増やしてほしい。（ゴルフ・釣り・ＤＩＹ）

返却ポストに投入する場合、本が傷まないか心配ですが大丈夫なんですか？

いつも利用させていただいています。もう少し本の充実等してほしい。古い本等が多いので、（よく利用されてるので汚いかなと思う）きれいな本を入れてとも思う。勝手です
が．．．。

文庫本、時代物をもっと増やして下さい。

毎年発行される旅行ガイドなどの最新版は加茂に無く、古いものばかりが並ぶ。住民に対する差別がはなはだしい。

最近は新しい本が増えてきてうれしいです。

良く読まれている本だけではなく、本と出会われる方の興味や知識が広がっていくような品ぞろえの工夫をされるともっと良くなると思いますが。

全体的に古い本が多いと思う。仕方ないかもしれないが、あまり古い本は処分する？

単行本のとびらに帯を貼り付けて下さって、あら筋がひと目で読めるサービスが本選びの折、大変助かっています。今後も是非続けて頂きたいですし、できましたら、全ての単
行本にそうしていただけると有難いです。お手数を承知の上、どうぞよろしくお願いいたします。

外国の方々が日本に来る時代、日本語の学び方に関する本を充実させてほしい。

手芸の本をもっと増やしてほしい。
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【 主な内容 】

図書資料に関すること。

本の数が少ない。新しいのを次々入荷は大変ですけど、いわゆるベストセラーを早めに取り入れてほしいです。

占いなどの本がもう少し読めたらなと思います。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

満足しています。

京都府内の他館よりの取り寄せは大変ありがたい。　高の原出張所でも返却できればうれしいです。　

置いて欲しい本のリクエストを受け付けていただきたい。レシートに延長している場合とそうでない場合の区別のしるしがあれば助かります。

インターネットで本のリクエスト（図書館にない本の購入要望）ができようにして頂きたいです。そして、それぞれ検討結果（購入の可否）について回答して頂きたいです。

いつもリクエストさせていただき、たいへんありがたく思っています。地下室にある？蔵書入れ替えもあってもいいのかなあと思います。

貸出期間を３週間にして欲しい。

パソコンで検索する時、本の場所を探す方法が分かり難いので、棚に大きく書いて欲しい。本屋さんみたいに分かり易く。

文学賞などの企画だけでなく、何か目新しい企画展示をしていただけると、いつも手に取らない本に手が伸びそうでうれしいです。

予約がなければ延長を延ばしてほしい。（現在１回→２回）　

いつも楽しく利用しています。在庫が無い物についても取り寄せてもらえるので有り難く思っています。

大人向けのシアターの充実をお願いします。

中央図書館でもＤＶＤを貸出してほしい。予約の図書を受付てくれて感謝しています。
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【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

加茂で借りた本を木津で返せるなどとても便利でありがたいです。

ネットで予約した本をとっておいていただけるサービスすごくありがたいです。（小さい子供がいてるので、なかなか図書館の中でゆっくり本が選べないから）これからも続けて
ほしいです。

新聞の置き場所が、元の場所の方が見易いと思うのですが。

新刊の予約は出来るだけ速く、予約の手続きをして欲しい。

木津中央図書館の本を探す時に、本のある場所が分かりにくい。出版者別になっているが、こどもが（小さい子も）使用できやすいよう、ひらがなで配置したら良いのでは？と
思います。（山城図書館の様に）

高の原イオンで、予約した本の受け取りをできるようにしてほしいです。

１人１０冊借りる事ができ、おちついて本をよめる環境がある事に非常に感謝しています。

子どもとよく利用しています。貸し出し数も一人１０冊と多く、子ども達も図書館を楽しみにしています。保育園で出合った本のシリーズを制覇したりと、本人も好きな本を探して
います。読み聞かせのサークルの方達にもよくしてもらっています。今後も読み聞かせのボランティア？やイベントがあれば参加したいです。

いつも利用させていただいております。もっと本を楽しめるような大人や中高生向きのイベントがあるとうれしいです。よろしくお願いします。

この前、初めてインターネットから本の予約をしました。加茂にある本をお願いしたのですが、翌日には受け取れるようになっており、素早い対応がうれしかったです。

貸出の日数を１６日にしてほしい。「土日→土日」の周期なので。

本を探すのが苦手なので、予約システムをいつも利用させて頂いていて、とても助かっています。図書館だよりの司書さん、おすすめ本も自分自身では選ばない分野だったり
するので、いつも楽しみに読ませてもらっています。いつもありがとうございます。
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【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

他市で借りた本の履歴がわかる様なノートを作っていると聞いたことがあります。木津川市でも採用してもらえると良いなと思います。

月１～２回、テーマ（例えば収納）にそった「貸し出し数トップ３（～１０）」の紹介をするイベントがあったら面白そうです。トップ１０に入らなくても、司書さんのおすすめや、隠れた
名作？などもご紹介してもらえたら、また図書館に行く楽しみが増えそうです。

小３と年中の子どもが本を借りてスタンプを押してもらうのを楽しみにしているのですが、最寄りの中央図書館だけがスタンプを押してくれないので、休日にわざわざ山城図書
館に連れて行っています．．．。同じ木津川市なので統一してやってほしいです。

市外でも貸出していただきありがたいです。今後もよろしくお願いします。

絵本の並びをタイトル順にするなど、もう少し選びやすくしてほしい。

奈良市の図書館との相互貸出しができるようになりましたが、精華町図書館とも交流が図れると良いと思います。

開架の棚が見にくい。　特に旅行関係、地域ごとでなく、ジャンルごとにすべき。　奈良市立図書館を参考にすべき。　不便な場所にある割に駐車スペースが少ない。　入れな
いことも多々ある。

雑誌の盗難のため、最新号が読みづらい。職員に申し出が必要なため。これを解消して欲しい。

予約連絡、いつもありがとうございます。

児童書はシリーズものはシリーズでかためた方が探しやすいです。（今はジャンルごとに分けられている気がします）

子供たちが本が大好きで、いつもよく利用させてもらっています。本がきれいに整頓されていて、とても気持ちよく本を探せます。これからも利用したいので、引き続きお願いし
ます。ありがとうございます。

パソコンで在庫検索をしても、その本を探すのが大変です。各棚ごとに目印となる記号などをつけてほしいです。（既にあるなら、もっと目立つように．．）
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【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

新しく入館した本の一覧を、目に付き易い場所に貼り出して下さい。（１ケ月単位でも結構です）

好きな本が探し難いことがあります。小説（小学生向けの）は出版社でまとめていただくと、探し易くなるかと思います。

本を選定するのが難しいので、おすすめ的なコーナーを設置して欲しい。本のプロならではの企画等、私のおすすめ等、最近の本屋さんはそれが出来ている。待ちではなく前
に！

廃棄する蔵書を無償で一般配布するサービス。（もしくは有償で一般販売：以前住んでいた豊中市の図書館にこのようなサービスがありました。）　　利用者が蔵書として図書
館に購入して欲しい本をリクエストできるサービス。（期間を設けてリクエストを受け付け、その中から図書館が購入する本を決める形が良いと思います。）　この２点のサービ
ス拡充を希望します。

読み聞かせの会、平日にもあったらうれしい。

図書館が３つに分かれているので、やむを得ないかもしれませんが、読みたい本が他館にあっても分からない。

いつも予約本をすぐに用意してくださりありがとうございます。

本を探し易くしてほしい。

新しい本の紹介はどこを見れば良いのか？話題の本などまとめておいていただけるとありがたい。一人１０冊貸出が少ないように感じる。１５～２０冊にしていただきたい。

ネットから貸出期間の延長ができるのは便利でありがたい。　　Ｋｉｎｄｌｅで貸し出ししてもらえると図書館に行かずに済む。

アダルトコーナー（官能小説）を設置希望します。

違う時期に予約した本が何故か集中して一時にお知らせをいただくことがあります。そんな時「次の方にどうぞ」且つ、自分の予約が生きているという制度があれば嬉しいで
す。
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【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

これまで借りた本の傾向から、読んだ事のない作者や外国文学をおすすめしてくれるとありがたい。

高の原出張所で予約本の受け取りができたり、返却ポストがあるといい。

読者の方の年代別におすすめの本コーナーの様なものを作っていただきたい。

入れてほしい本のリクエストをさせてほしい。

奈良北部図書館の本を借りられるのは木津川市の市の方も借りられるのに、反対に奈良市の人は木津川市立図書館の本を借りれない！　奈良は５冊までであり、木津川市
立は１０冊、本も床もキレイなので借りて欲しいし、祝日を開館して欲しい。

中央図書館との差が大きく、あちらの方がいろいろ（在庫ＣＤ・ＤＶＤなど）充実しており、不平等を感じています加茂がもっと充実して、以前のように本の作者をよんで講演会を
してくださったり、万葉集講座や児童文学講座、かたりべ講座など、又、加茂町時代のように開催してくださるとうれしいです。木津ばかりに利点が集中しており、納税者、又、
車の運転ができないものにはいつも加茂や山城はなおざりか！と腹立ちます。市長はそこのところ何でもカットせず、自分の給料を減らしてでも市民に尽くしてください。

いつも子供と一緒に利用させてもらっています。入口付近のおすすめコーナーや季節の手作り展示、毎回かわいくて楽しみにしています。

加茂図書館のスタンプを集めるイベントはとてもうれしいです。

予約の件数上限を増やして欲しい。貸出は図書館毎に１０件あるが、予約は合計で１０件になっている。予約も図書館毎に１０件にして欲しい。なぜなら、人気（特に時代もの）
の本などは予約の順番が多くて、貸出までに長時間かかるものが多いため予約件数が減らない。

いつもお話し会ありがとうございます。

木津川市以外の書籍も自分で検索できるシステムになれば利用し易くなると思います。

読書カード　木津中央も参加して欲しい。木津川市のどの図書館で借りても参加できる方が良いので。
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【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

府内図書館の相互利用サービスの宣伝強化、利便化。

時々木津中央館を利用していますが、雑誌が常時手に取って見られず、利用券を出さないと見れないのは、不自由に感じます。

本の並べ方が分かりにくい。

不用図書の交換会のような週間を設けて欲しい。古紙回収に出すには勿体無い本があります。読みたいと思われる方に差し上げたいのですが。

分類毎の棚の地図を掲示してください。

駅やイオン内の木津川支所出張所に返却BOXを設けたり、コンビニ等と連携して予約本の受取ができるようにする。もしくは宅配ＢOXのようなものを設置して、時間外に予約
本の受取りができるとありがたいです。リクエスト本等の受付（府下の図書館からの取り寄せも）が、ネットで手続きできるとありがたいです。

お話しの会などいろいろイベントあり、手作りのポップありで充分楽しい場所だと思います。本のあらすじなどすぐ簡単にわかる様になればさがし易くなると思うのですが。

子どもが図書カードスタンプを楽しみにしています。なぜ中央（木津）図書館ではやっていないのでしょうか。山城・加茂のようにやってほしいです。よろしくおねがいします。

利用者と意見交換会を定期的に開いて欲しい。

１回に借りられる冊数を増やすより２週間から３週間貸出期間を延ばして欲しい。予約が入っていなければ延長できるが、開館時間内に行けない時、ポストに入れると延長で
きない。１日をずっと読書時間に当てられる訳ではないので。

旧図書館の時のように経験の深い先生や作家さんをよんで、講演・講座をして下さい。

新刊雑誌等も１か月待たずに貸し出ししてほしい。

33



【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

木津川市になって加茂の図書館も展示やフェアを開くなどいろいろ工夫して下さっていて利用しやすくなりました。司書の資格を持っておられるかどうかを名札に記入してくだ
さると質問しやすいかもしれません。

仕事をしながら本を楽しんでいますので、貸出期間の2週間はあっと言う間。もっと長くしてほしい。ネットでの検索等分かり難い。日や曜日、時間に寄ってだが、車がいっぱ
い。広くて使い易く気軽に寄れる。ゆっくりでき座る所が多いので、のんびり本選びを楽しめます。これからもよろしくお願いします。改革期待しています。

年齢や学年別におすすめの本があるとうれしい。本を読むのが苦手な子に読んでみたいと思わせるあらすじや紹介があればうれしい。

DVDやCDを図書館内で利用できるようにしてください。

以前、南加茂台公民館に分館があった様に、週１・２日半日でもいいので開設を希望します。高齢にともない、バスで行くのも大変です。

７０代の南加茂台に住む者です。今は車で出掛けられますが、何年か先の事を思いますと、どの様に本を楽しむかと考えてしまいます。以前は公民館に図書館が有りました
が、閉館しています。再度開館は無理かと思いますが、「巡回型図書館」という案をご一考いただけたらと思います。

・図書館の入口にある季節や行事の飾りを見るのが楽しみです。これからも続けてほしいです。
・雑誌のアンケートや、このような利用者アンケートをされるのも良い事だと思います。図書館はいろんな本にふれ、ほっとできる場であってほしいと願います。

映画上映を増やしてほしい。

子供のためのスタンプ、認定証、とても喜んでいます。毎回スタンプが違うのも嬉しいようです。これからも続けていただけると幸いです。

お薬手帳の様な借りた本（個人ごと）のデータ手帖がほしい。

入ってすぐの特集コーナーなどは、もっと社会の動きに呼応したものにしてほしい。社会的なテーマも積極的に取り上げる努力がほしい。バレンタインデーやクリスマス．．でも
よいのですが。図書館からも情報発信する気概がほしいところ。

本のタイトルの表示をもっと（部門別とかの表示）よく見える様にわかりやすくしてほしい。
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【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

京都南部や奈良の地域資料の充実と、その方面に特化した探し方や調べものの案内サービス。

加茂図書館での企画展示をいつも楽しみにしています。テーマ別におすすめ本をシークレットで新聞紙で包んであった時はとても楽しかったです。かこさとしさんが亡くなった
時もすぐにカウンターに並べてあったり、本好きがあふれている感じです。木津ももう少し変化をもたせてほしいな～と思います。

他館より借入れた場合、到着日が不明の為、長期の旅行等と重なると２週間が厳しい事になる。人気の本以外では借入れは日の延長を考えて欲しい。

資料が新しく入った場合、何ヶ月間は他館に回すのをやめてほしい。予約していなくても見られる場合があるかもしれませんから。

当図書館で感動、人生を考えさせられた書物多々あります。そんな書籍と感銘を受けた○○を随時、募集して開示するコーナーを設けてはいかがですか？新しい図書館のあ
り方で北海道では１万円で登録している人に書店主がその人に合致するであろう本を３冊選んで手渡しているシステムが存在するとある新聞に報じられてました。

子供（本離れした大人も）にもっと本に親しむようなイベント（感想文コンクールや著名人の講演など）をして図書館に行かせる。

読み聞かせ助かります。もう少し聞いてくれる人数がいればいいですね。

山城図書館で続けている読書カードが他２館でも使用できるようにして欲しい。（利用頻度が他館もそこそこ多いので）

いつも気持ちよく利用しています。大人の「読書会」みたいな取り組みあるそうですが、楽しそうだなって思います。

住民サービス向上のため、１年に１回はアンケートを実施すべき。

山城の絵本が１番探し易いです。

中央図書館の駐車場が狭い。山城図書館で行われているスタンプカードを全館共通にしてほしいです。

35



【 主な内容 】

図書館サービスに関すること。

調べものコーナーを拡充してほしい。

市役所西部出張所で本の返却ができるようにしてほしい。さらにできれば予約本の受取り（貸し出し）もできるとよい。

山城は本が探しやすいです。中央・加茂は探しにくいです。

最新本や原作本のおすすめコーナーを充実していただけたら嬉しいです。

絵本はアイウエオ順で、シリーズ本もバラバラになっていて探し難いです。もう少し探し易くなればよいかなと思います。

新刊とよく似た本を近くに置いてほしい。

絵本が探し易いのが良いと思います。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

開館日・開館時間に関すること。

祝日も開館して下さい。休みの日は図書館でゆっくり本が選べます。

祝日、日曜日は奈良市と同様開館して欲しい。夕刊が早く、来ているので、又、新聞を見ているが、木津川市の人が奈良北部図書館の本を借りる事が出来るが、木津川市立
図書館も北部図書館と同様借りる事が出来る様にして欲しい。奈良市中央・西部は〇〇で中央図書館は休館になるが、その間、重ならん様にして欲しい。奈良市の人も本が
借りられる様にして欲しい。１０冊借りれるのだから。

ゴールデンウィークなどもできたら図書館に行きたいです。

同じ時間にいる司書さんの数を減らして、その分、開館日を増やしてほしい。

休館日を少し減らしてほしい。

図書整理日が多く感じられます。

休館日は山城・加茂・木津　同じにすべきと思う。

休日の休みはやめて下さい。

土・日・祭日の開館を望みます。例えば、月曜日が祭日の場合、月・火と休館になりますが、月は開館して欲しい。

休館予定表は各館の予定が分かる方が良いです。（広報きづがわのもののように）　各館の休館日をずらして欲しい。（月曜以外）

今のままでもいいのですが、開館が9:00～だと、より便利になると思います。

開館時間・日については、おおむね満足なのですが、９：３０より開館していただければより良いですが。

37



【 主な内容 】

開館日・開館時間に関すること。

開館時間を特に夏場は朝９時、せめて９時３０分にして欲しい。

平日の開館は現行のままでもいいのですが、日曜・祝日は早く開館してほしい。　長期休み期間中は９時から開館してほしい。

図書館は借りる予定していない本を見つけることができたり、静かな時間を過ごせる場所として貴重な場所です。中央図書館の場合、祝日が休みであることに当初は慣れず
間違って行ってしまったことがありましたが、今は祝日はきちんと休みをとることは公的機関としていいのではないかと思っています。また平日は開館を１１時からして、土・日
を９時にすると子供たちの来館により効果的なのかなと思いましたが、よく分かりません。

土日曜日だけ朝９：３０に開館して頂ければと思います。夏になれば１０：００と言うのはまちどうしいです。

大体満足であるが、土曜日、日曜日の閉館時間を午後６時までにして欲しい。

土・日も平日と同じ時間まで開けていただけるとうれしいです。

個人的には困っていませんが、勤労者のためには夜間7時くらいまで開館しているとよいのでは。

週１でも午後７時まで開館してほしい。

奈良市立北部図書館を利用できるようになり、気付いた点。  図書館へのアクセスが限られているので、木の津バス等もっと遅い時間帯も使えるとありがたい。

月に１回くらいは仕事終わりに行ける時間まで開いていてくれると助かります。13:00～20:00まで等。

職員の方にとっては、たいへんなことかと思いますが、利用者のわがままを言わせてもらえばいいという意見です。（問１(2)）　城陽市は夏期は午後８時まで開いていたりしま
すが。それは望みません。

図書館が子どもから老人までのいこいの場でありますよう。開館時間も長いほうがいいと思います。
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【 主な内容 】

開館日・開館時間に関すること。

もう少し開館時間が長ければありがたいです。

休みの日にもゆっくり図書館を利用したいです。

中高生の読書を増やそうと思ったら、下校時刻後の開館を考えるべきだと思います。土日も部活で忙しいです。

開館時間を早くしてほしい。

開閉館時間がもう少し長くなると、とてもありがたいと思っています。休日に返却もしたいのですが、間に合わずポストにというのがほとんどです。特にＤＶＤは開いている時で
ないと申し訳ないと思うのですが、ほぼ間に合わないかな。職員の方には負担になると思いますので、少ない人数でも対応していただけるとありがたいと思います。（早い遅い
時間は返却・貸出のみなど業務を少な目にして対応してもらえるとか．．．。）

大阪市内や京都市内で働いている人が帰りに寄れるよう２０時頃まで開館してほしい。

退職者で時間が自由で開館時間は特に問題ないが、若い人達はもう少し開館時間を延長してほしいのでは。特にサラリーマンにとって。

特に夏期、10時開館は遅すぎると思う。

土・日は9:00～16:00が良いです。時間を延ばすのは負担があると思うので、朝の内に借りて、午後は早めに閉めてしまえば。

日頃、図書館を利用させて頂きありがとうございます。中央・加茂図書館を多く利用しますが、開館時間がもう少し早ければと思っています。ＣＤなどの入った書籍は返却ポス
トに入れられませんので、開館中に返却を他の人にお願いする場合もあります。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

図書館システムに関すること。

ネットで検索する時の出てきかたがおかしい。たくさん出てきすぎで、その中で捜すのに時間がかかる。

リクエストがインターネットからできればうれしい。

貸出履歴が判る様になればいい。

ホームページの文字が小さい。（大きく設定しても、入力箇所が特に小さい。）

インターネットの予約システムがとても便利がよく利用しています。読みたい本をお気に入りに入れておけるので、忘れることなく借りることができてうれしいです。

予約がパソコンで簡単に出来たらうれしい。（在庫に無い本を予約する時）

ネットを利用した貸出システム在庫検索をもっときめ細かくして欲しい。新刊入庫予定、貸出人気書籍等話題の本。

予約の本のWebページをもう少しわかりやすくしてほしい。「割当日」ではなく「連絡日」に変更してほしい。もしくは取り置き最終日の明記をお願いします。

ネットに借りたい本のリストが欲しい。（借出履歴）

ホームページから本・ＣＤの検索がしにくい。ジャンルから絞り込んで選択できるようにしてほしい。

Web予約で新刊書も予約できれば良いと思う。※現在は紙で提出。　アンケートもＷｅｂでもできる方が良い。

インターネットで予約できるなど充実していて、利用しやすいです。
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【 主な内容 】

図書館システムに関すること。

時々予約させてもらってますが、新刊など半年以上待ちがあり辛くなり購入しかけてしまいます。色々読みたいので、これ以上家には増やせないので（人生終盤ですし。)
我慢してます。希望者が重なるのは仕方ないのでどうしようもないグチですみません。

フィクション（小説）とノンフィクション（随筆等）が一緒にされているため、例えば「随筆の中から、何か適当に読みたい本を選ぶ」ということができない。（加茂図書館）・絵本
が出版社別に分類されているのは、一般利用者にとっては不便。絵を描いた人による分類の方が探しやすいと思います。その上で「昔話」「こどものとも」「赤ちゃん絵本」
等別に特化してくれてあると、より分かりやすい。

本屋では探しやすいように並べてあるので見つけやすいが、図書館は探しづらい。どのエリアに何等があるか絵なりでわかりやすくしてほしい。

ネットでの検索等分かり難い。　広くて使い易く気軽に寄れる。ゆっくりでき座る所が多いので、のんびり本選びを楽しめます。これからもよろしくお願いします。改革期待し
ています。

ネット上で図書館のホームページにログインしたとき、自分自身の「貸し出し履歴」を閲覧できるようにしていただきたい。

ネットで貸出延長できるようにしてほしいです。

パソコンで予約もでき、使い易く、満足しています。

絵本を借りることが多いのですが、機械での本の検索が毎回上手くできません。本を探すのがとても難しいです。

41



◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

書棚が少ない。もっと増やす。地下の棚も開架してほしい。

夏に利用するといつもクーラーの効きが悪いように思います。

京都市内など区役所施設に併設して、よりアクセスの良い場所へ移転しているところを見ると．．．。　遠くても将来的に駅から、または車でのアクセスが利用しやすい図書
館になってほしいと思います。

館内に人が少ない時でも駐車場が満車の日があるのはどうしてかな？と思っています。

出口の見通しが悪い。室内の照明が暗い。（日当りが悪い。空間が狭い。）　山城図書館ぐらいの明るさがほしい。

返却するポストの充実。木津駅前。

お手洗いで洋式がもう少しあったらうれしいです。

トイレの照明が暗いと感じます。駐車場からのアクセスがよくないですが、道路付けなので仕方無いでしょうか。

精華町図書館並みに開放的な明るい図書館に建て直してほしい。

高の原、兜台地区より遠い為、イオン高の原内、または近くに施設を作ってほしい。

相楽台小学校のポストは助かっています。

高の原駅近くに返却ポスト設置を希望。イオン高の原内でも可。
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【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

高の原付近にも借りれる図書館がほしいです。相楽台からだと少し遠いので。

建物もいい感じで気に入っています。

もう少し施設を大きくして、学習できるスペースを確保してほしい。今現在、図書館で学習していけないことになっているので。家で学習できない子もいると思うので。

建物が古くて暗い感じがするので、照明がもう少し明るければ良いのにと思います。

中央図書館と言う割に貧弱すぎる。奈良の北部図書館の方がよっぽど充実しています。立派な市庁舎より図書館の駐車場・図書館自体に予算を充ててほしい。

２階の部屋を貸しルームとして使えたらと思います。

強いて言えば洋式トイレを。〔狭すぎ〕　

州見台に小さくてもいいので図書館の出張所の様なものが欲しい。ネットに借りたい本のリストが欲しい。（借出履歴）

中央図書館の駐車場からのアクセスが悪い。職員さんだけすっと裏口から入れるのに、車イスやベビーカーは回って表から入るのはおかしいと思う。（途中も坂があって
行きにくい。）

返却ポストを小学校や駅に設置してくださると、とても便利だと思います。（それか郵便での返却もＯＫしてほしい。）

玄関から裏手の駐輪場への通路が傾斜していて歩きにくい。雨で濡れている時などすべって危険です。途中にあるプランターのローズマリーが生い茂り、その香りがきつ
すぎて気分が悪くなります。

本棚との間が狭い。もっと本を探し易くしてほしい。
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【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

いつも利用させて頂きありがとうございます。駐車場から玄関が遠く、重い本を持ちながら、小さな子供の安全を確保して歩くのが辛いです。駐車場から木津小方向に歩く
と左手に、通用口のようなドアがありますが、使用できないでしょうか？

返却ポストをもう１ヶ所増やす。（駐車場近く）

小さな子供が居るので、図書館で絵本を借りられるのはとても有難いです。２週間（期限）のペースで利用させて頂いています。２Ｆスペースをキッズコーナーなど、少し長
時間過ごせたらなと考えるときがありますが、とても満足しています。

子供がお話してもいい部屋もあればうれしいです。

施設自体が新しいものになってほしい。明るく子どもが行きたがる場所になってくれたらと思います。

返却ポストを城山台においてほしいです。おむつ台、授乳室、バリアフリートイレ、施設の充実も。

子供の居場所としての充実（自習室など）。　ボランティア用大型絵本の充実。

勉強できる部屋が欲しいです。

返却する場所を増やして欲しいです。例えば、駅にＢｏｘを設置するとか等、図書館までなかなか行けない時があります。イオン等のスーパーやコンビニにＢｏｘを設置する
等。

高の原イオンに図書館のできる話しを聞いたことがありますが、どうなりましたか？イオンの中だと遅くまで開けても安全だと思うので、開館時刻の延長も可では？そうな
ると選ぶ本があるといいが、受取りだけでも出来て助かります。

子供用のトイレバリアフリー、おむつ台も広くしてほしい。

なんとなく、暗い、古っぽい雰囲気に最初残念さを感じていました。だいぶ慣れましたが．．。精華町や京田辺市はもっと明るい清潔感ある建物です。
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【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

木津中央図書館の便座が冬場、冷たい。

中央図書館の駐車場側から安全に入館したい。木津地域にもう一館必要かと思います。いずみ号もなくなるので。

トイレの改修を望みます。

精華町の図書館に行って驚かされました。広さ・設備の新しさ等比較にならないほど立派でした。木津川市ももう少し施設を拡充する予算を取れないのでしょうか？

駐車場と図書館入口までが、歩く時に危ないので、どうにかしてほしい。

自習室を作ってください。

中央の駐車場から入口まで小さな子にとっては危ないと思います。大人は本を持っていますし、何かとスムーズに入り口まで行けたらよいと思います。

また駐車場から入口及び返却ポストまでの距離が長く、小さな子連れには大変。前の道路も車道が近く怖い。市が統合して大きくなったので、図書館も移転して大きくして
ほしい。子供用のトイレがあったり、子供が怖がらないようなきれいなトイレにしてほしい。

市の人口も増えているため、別の場所に移動してもよいのでは。　自習室や机がほしい。　

机と椅子のセットをもっと多く置いてほしいです。　仕切りのあるテーブルがあれば、もっとゆっくり気兼ねなく本が読めるなと！　トイレの洋式の便座を暖かくできるものにし
てほしい。（身障用）

関西文化学術研究都市を冠るのであれば、今の中央図書館を埋蔵文化センターにして、新しい中央図書館を城山台につくるべきである。

返却ポストがあるといい。
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【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

新しい中央図書館が必要です。建てて下さい。

返却ポストを増やす。例えば木津駅や山田川駅に。

加茂のﾄｲﾚはなんとかして欲しい。そうじもいきとどいてないようなので．．．。（場所も暗くて、小さな子供は特に利用し難い。）

studyブースがあればうれしいです。昔はそういう机などがありとても役立ちました。

加茂町時代は自習室ありましたよね。なぜ無くしたのですか？子育てＮｏ１と主張するなら塾に行けない子供達のために作ってください。大阪市や東京都も見直しの方向
になっていますよ。

トイレに借りた本を置く場所が欲しい。

私自身は子どもの授乳期は終わりましたが、上の子どもを連れて、おむつ交換や授乳にとうろうろする時期はとっても大変でした。図書館でのひとときが、育児中のホッと
できる時間となれるように、子どもスペースにおむつ交換・授乳ができる「赤ちゃんステーション」（以前箕面市で見ました）などを作ってほしいです。

木津南地区に図書館がなく、子供だけで行くことができないのは残念。中央図書館の駐車場から入口までのアプローチが遠く危険。裏口OR通用口を開放して欲しい。

図書館が加茂支所に移動してからずいぶんと日がたちましたが、駐車しやすく、とても便利になって喜んでいます。椅子もたくさんあり、雑誌もいろいろとおいてあって、と
ても充実していると思います。

自習できるスペースがほしい。できればすべての図書館に。

中・高生が図書館で学習できる場を設けてください。どうして今ある机・いすを使って静かな図書館で勉強させてもらえないのでしょう。

読書にこんなに熱心になるとは思いませんでした。図書館のおかげです。立地の良い場所に移転していただいて、利用がぐんと増えました。ありがとうございます。
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【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

リスニングルームがあれば良いかなと。

冬期に外側の自動ドアが故障で長期間開いたままとなっている。暖房代の無駄であり、早期に修理すべきだ。自分の家ならいつまでも放置しないはずであり、市役所等の
関係担当を説得すべきだ。年度や予算がどうとか言う前に、自腹で立て替えても修理を急ぐ発想サービスが公務員に必要では。そのうち春が過ぎて夏が来る。修理代に
いくらかかるのかを公表・掲示すべきだ。

日や曜日、時間に寄ってだが、車がいっぱい。

トイレが古く匂いもひどく先日はひどく汚れていて使うのをためらってしまいます。清掃の問題？洗面台も汚れています。

授乳室、食べてもよいスペースなど親子、小さい子とも行きやすい環境に。　

駅構内に返却ボックスを設置してほしい！

雑誌のタイトル数の倍増とブラウジングコーナーの構造改革を。（カフェっぽく！）参考図書の位仕方ないかぁ、もっと増床しましょう！中庭とかあるとうれしいかも。多目的
に使える部屋があって、なんか講演とかイベントを開催してもらえるとうれしいかも。駅、商業施設、市役所に返却ポストがあると便利。

子供が自分で通える所に図書館が欲しいです。バスでは帰る時間と重なったりしていた為、利用できていなかったので、常設で開館時間は短くてもいいので、近くにあると
うれしいです。

長崎市立図書館、国際教養大中嶋記念図書館、せんだいメディアテーク、水戸市西部図書館、岐阜市立中央図書館、武雄市図書館などのような図書館をぜひ！木津川
市にも作ってほしい！！素晴らしい図書館がある町には素晴らしい人々、良き人材も自然に集まり、良い町が作られる基盤になると思います。

中央図書館の館内がゆとりが無く圧迫感がある。特に玄関入ってすぐのコーナーが狭くごちゃごちゃして歩き難い（危ない）。中央・加茂・山城３館とも使うが、もっと中央図
書館はがんばってほしい。（何故、市役所を建てたときに新館を作らなかったの？）図書館は市民文化・教育・交流・娯楽・芸術などの中心で、もっと大事にし、運営にも力
を入れてほしい！！子育て世代にかかわらず、全世代にとって必要な施設なのだから！！　　

ﾄｲﾚが暗く、狭く、寒いので利用しづらい。改善してほしいと思います。

冷暖房の管理等にも配慮が必要。すごく暑く感じる事があります。
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【 主な内容 】

施設・設備に関すること。

今は車に乗せてもらって来ていますが、将来、運転しなくなった時、出来れば徒歩30分程で本が借りれたらと思います。以前は南加茂台に図書室があって便利でした。移
動図書館とかあればと思います。

加茂小学校の近くにあった時から利用しています。現在の加茂支所内に移転してから広くなって駐車場なども大きく使い易くなったのではないかと思います。奥のえほん
コーナーはベビーカーを押して入るのは難しいので、もう少しスペースがあればなあと思いました。

返却ポストの設置場所が増えたら便利でうれしいです。他市は駅に設置されていて便利でした。

図書館で本を選んでいて、トイレに行きたくなったときに、図書館からトイレまでに道（通路）が暗くて怖いです。（昼ごろに来ても怖いです。）　あと、その道の壁に奇妙な絵
が飾られているのも怖いです。トイレの中も暗くて怖いです。トイレの中も暗くて怖いです。あと、音姫の音があまりにもうるさいので、横でトイレを利用しているとうるさいで
す。あと、トイレには石鹸を入れて欲しいです。

加茂図書館のトイレに「石鹸で手を洗いましょう」と書いてありますが、いつも石鹸がありません。石鹸を置いて下さい。お願いします。

山城図書館は駐車場も広く使い易い。返却は相楽小を利用しています。

主人は車イスなので、中央図書館は危ないし不便です。

子供用スペースが一番奥にあるので、バタバタと大人用スペースの横を通って行き来するので落ち着いて読書できない。うるさい。子供用スペースは入口付近のカウン
ター前から中央付近に移し、大人用スペースは奥（今の子供用スペース）へ移してほしい。木津中央、山城、精華図書館は皆、大人用スペースで落ち着いて読書できるよ
うになっています。加茂だけ非常に見劣りする。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

駐車場に関すること。

駐車場が狭い。

駐車場の数を増加、出入口の幅を広げて欲しい。

駐車場を改良して欲しい。駐車スペースが狭く、雨天の日は土地が水浸し、あるいは泥状態になる。

城山台周辺から利用させて頂いてます。近年、人口増加で交通混雑を少々感じます。駐車場の出入は大変見通しが悪く、いつか接触事故をおこしてしまわないか、いつも
車でくるときはドキドキしています。なので、山城図書館を主に利用させて頂いてます。京都市内など区役所施設に併設して、よりアクセスの良い場所へ移転しているとこ
ろを見ると．．．　遠くても将来的に駅から、または車でのアクセスが利用しやすい図書館になってほしいと思います。

駐車場を広げて頂きたい。

駐車場が狭く、すぐいっぱいになり、休日ならば小学校におけるのでいいのですが、いつも水曜日に来ると午前10時過ぎに来るともういっぱいで置くところがなく困った事
が多く、それから水曜日はさけているのですが。

駐車場が狭い。切り替えしができない。（満車時）　出口の見通しが悪い。（危険）　山城図書館ぐらいの広さ、駐車場がほしい。

駐車場の土面の舗装を。

駐車スペースが少ないと思います。

駐車場がとても停め辛いので、出来たら何とかして欲しいです。

もっと広い図書館・駐車場であって欲しい。

駐車場が狭くて利用し辛いです。子供が危ないと感じます。
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【 主な内容 】

駐車場に関すること。

駐車場が狭いので利用するのをためらってしまう。入口をもっと広げてほしい。少し離れた場所でもいいので、気軽に車を停めることのできる駐車場があれば、もっと利用
することができると思う。

もう少しパーキングを広く、道が狭い現施設を他に活用し、場所を移転して欲しい。

駐車場が停めやすかったら、もっと良いのになと思います。

中央図書館駐車場の出入口が不便です。

駐車場をもっと利用しやすいようにしてほしい。台数も少ないですし、入口道路も狭いし対向できないし、入って切り返して出るのもできない。広くできなければ第２駐車場
など考えてほしい。

いつも利用しています。書籍も充実しており、新しい本も比較的多いので嬉しいです。惜しむところは、駐車場が狭く出入りに不自由する事がある点です。

雨が降ると駐車場がドロドロになるので、舗装してもらえるとありがたい。

駐車場に停められる台数を減らし、もう少し広くして欲しいです。

駐車場の拡大と入りやすさの向上を期待。

駐車場に車を入れて、正面に来るまで休館に気付かない時ある。（月曜以外の休みの時）　　　「空車」の電飾を利用して→入る前に「休館」と分かれば助かります。

駐車場が足りていません。よろしくお願いします！

駐車場なんとかなりませんか？一度対向車と後ろからはさまれて、あせって車をひどくぶつけました。それ以来、正直、こちらの図書館は好きではありません。
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【 主な内容 】

駐車場に関すること。

不便な場所にある割に駐車スペースが少ない。　入れないことも多々ある。

木津中央図書館の駐車場の出入口が狭く、出入りが重なった時が大変困る。可能ならもう一つ出入りする場所をつくって、一方通行にしてほしい。

中央図書館をよく利用します。駐車場が停めにくいです。

駐車スペースの充実（台数、舗装）

駐車スペースを広げてほしい。

中央の駐車場、本当に不便です。

図書館の内容ではありませんが、是非、考慮してほしいのが駐車場です。台数が少ない上に狭くて使いにくい。車でしか行けない市民のことをやんと考えてほしい。また、
図書館利用者以外の車がたくさん駐車してあって使えないことことがあります。（平日）　きちんと管理してほしいです。

駐車場で奥に停める際に苦戦した経験がある。前向きでは無く、後ろ向きで入るべきだったなと思ったが、少しテクニックがいる気がした。もう少し線が見えやすくなれば良
いと思った。

中央図書館の駐車場出入口が狭くて危険（出入の車）である。駐車場を別の場所にする等、検討して頂きたい。

駐車場が狭く入りこんでいて使いづらい。離合も困難。

駐車場出入口は見通し悪く、交通事故の危険があるように感じる。入口を広げる等で改善できないか。

駐車場がすぐに満車になったり、停め難いことがあります。（すぐにはどうしようもないことですが．．。）
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【 主な内容 】

駐車場に関すること。

本とは関係ないですが、車で来ると入口がとても狭く、入りにくいです。

先日（3/29）、こちらに来た時、駐車場の所に、本日休館の表示が無く、玄関に来るまで開いてるのかどうか分からなかったです。子連れだと結構大変だったので、せめて
駐車場に入る所に大きく表示が欲しいです。

たまに山城病院の帰りに中央にも寄りますが、私は運転できないため、家族に送ってもらいますが、中央は駐車場が狭く危ないといつも言っています。駐車場を広くしてく
ださい。（あまり利用しませんが）　

図書館ではないですが、駐車場にラインを引いて停める所をはっきりさせた方が停め易い。変に間が空いて、停められない事が多いので。

駐車場（木津・中央）を広く停め易くしていただければありがたいです。

いつも楽しく通っています。城山台在住ですが、中央図書館が近くて通い易いですが、駐車場の出入口も狭く、台数も限られるため土日は行きづらいです。たくさんの本を
抱えて歩道橋を渡って木津小に行くのはかなり大変です。何か解決法があれば対処いただければと思います。よろしくお願いします。

木津の図書館の駐車場入りにくく、利用しづらい。環境を整えてもらいたい。

加茂図書館ととなりのホールのイベントと重なると、駐車スペースがありません。

本が好きなので、よく利用しています。季節や話題に合わせたコーナーもうれしいです。（例えばオリンピック関連、ひなまつりetc．．本屋大賞コーナーとか）　ネットで調べ
る世代にも、もっと利用してほしいですね。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

職員に関すること。

職員さんの人数が多く、無駄な話しをしている暇があったら本を整理してほしい。

いつも対応が丁寧で嬉しいです。

職員の皆さんはとても親切でやさしく対応されていて気持ちよく利用しています。

マナーの低い人には強く当たり、弱者の方には優しく親切に対応してください。

カウンターに人がいない時間帯がある。職員数はそれなりにあるのだから、常にいる人を増やせばいいんじゃないないでしょうか。

以前、タイトルがわからず「作者が男性」「フランス料理」「家族でできる」この３つで探して頂きました。何人もの方の手をわずらわせてしまいましたが、借りたかったも
のを見つけだして頂きありがとうございました。（なかなか直接言えず、アンケートにて失礼します。）

いつも利用させて頂いています。職員の方の丁寧な対応に感謝しています。

いつもありがとう。いつも笑顔で対応してくれてうれしいです。

いつもありがとうございます。職員さんもいい感じだし、気に入っています。

係員の方が親切にしていただけるので、嬉しいです。

対応も良くて嬉しく思います。

いつも職員の方が親切です！　
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【 主な内容 】

職員に関すること。

職員の方も親切で大好きな場所です。

職員の方達はとても親切に接して下さるので、寄せて頂くのが楽しみです。

いつも本を読ませてもらって助かっています。たまに館内でも読みますが、スタッフの方も親切なので居心地がいいです。いつもありがとうございます。

職員の方々も親切で、トイレ等も清潔です。静かで明るく特にこれ以上の注文はありません。

他の市ではもっと司書さんがユニークなことしてる！　　もっと司書さん（職員さん）が楽しんで自信もって勧める、並べ方考える、お勧めパックする、本屋大賞的な図
書館大賞的な姿勢がほしい。　　受取り、監視だけで相談しにくい。「○○のときに読むといい本、お勧め本どれですか？」自分で検索したらいいやん、勝手に！そん
なんで本好きの本に出合う子　増えないっしょ！たのみますよ。　　利用方法が？という人（職員として注意してほしい）にはおよび腰で、こちらもわざとでは無くて、お
詫びしてるのに高飛車に怒る人、私語の声のでかい気の利かない人いますね！

いつもありがとうございます。とりわけ職員の方々にはお世話になり、たいへん気持ちよく利用させていただいています。

いつも利用させてもらってます。職員さんのお気遣いに感謝いたします。

職員の充実、専門性としてレファレンス技能の充実、司書さんの力の発揮どころだと思います。アンケートがどのように活かされるか楽しみです。

いつもお疲れ様です。図書館の仕事、ご苦労ですが、よろしくお願いします。

いつも皆さん丁寧な対応で居心地がいいです。

スタッフの方が子供にとても優しいので、ひとりで（子供ひとりで借りに行く）貸し出し作業ができるようになりました。

図書館を利用するにあたり、いつも気持ちの良い対応・サービスをして頂いてありがとうございます。子供にもたくさんの本を読ませてあげることが出来、とても感謝し
ながら通わせて頂いております。今後もどうぞ宜しくお願い致します。
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【 主な内容 】

職員に関すること。

スタッフの方はいつも皆、親切です。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。有効に活用させて頂いております。スタッフの方々も親切できびきびしており好感が持てます。

職員の方にもお世話になりますが、もう少し明るい雰囲気になればと思います。

子供がさわいでいる時など、親にも注意をお願いします。

職員数や専門職（司書等）を増やし、一層新しい施策やイベントにチャレンジして欲しい。いつも活用させていただいています。ありがとうございます。

職員の方は皆様、親切で通いやすいです。いつもありがとうございます。

図書本を外の返却口に返していたので、返却されていないとコンピューターに記録されていることが多くあった。返却時のバーコード読み取りを一つ一つ確実にして
チェックを強化していただきたい。

職員さんの対応はていねいですが、人によって違う人もいる。

対応も良く満足しています。いつも有難うございます。

職員の皆さん、親切でがんばっておられます。有難うございます。

職員の充実とともに職員の削減の項目がないのはなぜ？サービス業であり、民間並みの努力が必要では。

同じ時間にいる司書さんの数を減らして。
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【 主な内容 】

職員に関すること。

職員の笑顔がない。　

職員の方が本当にフレンドリーです。すごくうれしいです。心が温まります。

職員の方は少ない人数の中、よく頑張っておられると思います。また、たまに利用者の中で、訳の分からないことで怒っていたり、難癖をつけている人もいますが、よく
がまんして対応されていると思います。そのような利用者は、周囲の者や職員の方の仕事を考えて、マナーを守って利用して欲しいものです。いつもお疲れ様です。
頑張って下さい！

いつも予約のお知らせのＴＥＬ等親切にしていただき、又、本もできる限りリクエストに答えていただき感謝申し上げます。

いつも優しく子供に接して下さりうれしいです。

目当ての本の場所が分からず、係の方にその場所を一緒に探していただき、とても助かりました。

洋裁の本をよく借ります。返却時に目の前で型紙を広げられ、くまなく破れていないか？など点検されるのですが、まるで犯人探しのようで不愉快です。配慮して別室
に入るなどして点検されてはどうですか？

不満や不快に感じた事は一度もなく、いつも親切にていねいに対応していただき、気持ちよく利用させていただいてます。あたりまえのように思いがちですが、そのあ
たりまえに心から感謝致します。

いつも楽しみに利用させていただいてます。司書の方々も皆さん親切で応対していただき、気持ちよくお借りしています。ありがとうございます。

財政厳しい折の図書館運営ご苦労様です。市民の教養、娯楽の場所として非常に有益です。予算減で職員減でサービス低下とならない様願っています。

いつも気持ち良く利用させて頂いております。自分では選ばない様な題名の本も向きな変えたり場所を変えたりと工夫して下さっており楽しんでいます。スタッフの皆
さんの対応も笑顔でやさしいです。

貸し出し時に職員の方がすぐに対応していただき、待ち時間が少ないのが嬉しいことです。
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【 主な内容 】

職員に関すること。

利用する人はもう少し静かに（私語[大きな声で]や子供達が走り回ったり）して欲しいから、職員がそういう事に対して利用者に指導して欲しい。

本の紹介や特集がおもしろく、楽しませていただいています（加茂）。職員の方、皆さん対応良いです。　

司書さんは専門性は基本能力としてプラス住民サービスの顔としての心地良い接客態度が求められると思います。司書さんのアイデアで展示本とか目隠し本とか楽
しみにしています！

接客時、笑顔があれば最高。

職員さんが一生懸命働いておられることには感謝しますが、活気がないのはなぜでしょうか？それから、もう少し人間味のある対応が増えればと思います。現状は冷
たいイメージ、機械的な対応との印象があり残念です。

加茂：接客態度がいいと感じます。いつも気持ちよく利用させてもらっている。

加茂図書館の本や展示、職員さんの対応等、とても好感がもてます。いつもありがとうございます。

加茂図書館スタッフの私語が多くてうるさい。

職員の方の接客も良く利用しやすいです。

限られた予算の中でとは思いますが、正規職員を可能な限り置くべきだと思います。

昨年は色々と嫌な思いをしたことがありましたが、現在は職員さんの接客態度も良好で、みんなに愛される市民に密着した図書館です。これからも現在の平和が持
続することを望みます。

職員さんの笑顔がいいですね。接客態度がすてきです。
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◆問４　その他、ご意見等

【 主な内容 】

その他

木津川市の文化予算の増額。

バス図書館がなくなったこともありますし、返却ポストを増やしてほしいと思います。（奈良のように駅前などに）

たくさん本を読んで、楽しく就寝前を過ごしています。子が大きくなったら、自分達で借りに行ける図書館（奈良北部）の利用も可能になればと希望しています。

このアンケート用紙を中央図書館で見かけました。現在の開館時間で利用できる人しかアンケート記入していないのではないか。〔問１(1)でa.b.c.と答える人が多くなるのは
当然ではないか？〕　　城山台地域では世帯数、児童数の増加に伴い、図書室が手狭になっている。ＰＣ１台しかないために休み時間に列が長くなることも。借りるのに時間
がかかるから、図書室を利用しにくい状況がある。でも、中央図書館まで子どもだけでは行けない。開館時間の問題ではなく、学校図書室の環境改善を考えてほしいです。　　
ＴＶのＡＩ分析で、図書館で読書をする高齢者の健康寿命が延びると分析結果が出ていました。バスで外出する。新しいことに興味を持つetc。高齢者や子供もバスで利用し
やすい図書館づくりがあればいいのにと思います。

よく利用させていただいております。展示品で必要があれば言ってください。
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