
美幌町図書館建設に関する

アンケート調査の集計結果

美幌町図書館建築に関するアンケート調査の概要

１ 調査の目的

図書館の建物は今年４２年目を迎え老朽化が進んでおり、蔵書数は５万冊
から現在は３倍の１５万冊にふくれあがっている。
また、近年は図書館の役割、利用者のニーズも大きく変わろうとしてい

るなか、美幌町図書館とてしは、町民にとって魅力的で利用しやすい「未
来を指向した図書館」を目指したいと考えている。
そこで、新しい図書館建設に向けての資料とするため、町民の皆様から

広く意見、要望をうかがう目的でアンケートを実施することとした。

２ 調査期間

令和２年８月１７日～令和２年９月２５日 ４０日間

３ 調査方法

美幌町民無作為抽出 １０００名を対象にアンケート用紙郵送により調査
を実施。

４回収状況

回収数 ３３９名 回収率 ３３．９％

２０２１． １．１５
美幌町図書館
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美幌町図書館建設に関するアンケートの集計結果

【回答者の年齢分布について】

５０代、６０代、７０代が約６割を
占めているが、回答者の年齢分布は、
美幌町の年齢別人口分布とほぼ一致し
ていると考える。

【回答者の男女比について】

男女の抽出数は、ほぼ同数であった
が、女性の回答者数が男性の２倍とな
っている。図書館の利用者が比較的女
性が多いことが影響したのかもしれな
い。
８％の方が男女について無回答であ

った。
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【現在の図書館利用について】

１ あなたは図書館をどのくらいの頻
度で利用していますか。

○考察１
全く利用しないが 46.6 ％、年に数回が 24.5

％で、合わせると町民の７割以上が日常的に図
書館を利用していないということがわかる。こ
の７割の人々をいかにして図書館に来てもらう
か、大きな課題である。

２ 「６．ほとんど利用したことがない」
と回答された方にお聞きします。
その主な理由はなんですか。

（複数回答）

○考察２
最も多いのが、「自分で買って読む」であっ

た。「面倒」、「不便・遠い」、「時間が合わない」、
「場所を知らない」と回答した人たちへの何ら
かのアプローチが必要と思われる。

３ 「利用している」（１～５）と回
答された方にお聞きします。

（１）図書館での滞在時間（利用時間
はどのくらいですか。

○考察３－（１）
利用者の７割が３０分から１時間程度の利用

であることから、主に図書の貸し出し、返却に
利用する来館者が大多数を占めていることが推
測される。 長い時間の利用を希望する人がど
れくらいいるのかも調査する必要があった。
当図書館において居心地の良さ、個人利用スペ
ースの不足等も考えられる。
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3（1） 図書館での利用時間
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３ 「利用している」（１～５）と回
答された方にお聞きします。

（２）図書館に来るときの交通手段
はどれですか。

○考察３－（２）
交通手段として、自家用車と答えた人が 83

％と圧倒的に多く、このことからも、自由記述
欄に、「駐車場が狭い等々」の不満を記述する
人が多かったことがうなずける。新たな図書館
には十分な駐車所の確保が必要である。また、
徒歩にで利用している者も 22 ％を占めている
ことは、建設する場所を検討する上で重視すべ
きこと考える。

３ 「利用している」（１～５）と回
答された方にお聞きします。

（３）図書館を利用する目的は何で
すか。（複数回答）

○考察３－（３）
本を借りるが 73 ％、本を探すが 45 ％と大

きな割合を占めている。一方、図書館の行事に
参加すると答えたのは、６％にとどまっている。
図書館の行事、事業に対するＰＲが大きな課題
と考えられる。

４ 図書館のサービスについて知っ
ているものをお答えください。

（複数回答）

○考察４
複数回答にもかかわらず、どの項目もそれほ

ど高くないことから、本の貸し出し以外のサー
ビスについてあまり知られていないことがうか
がえる。
図書館の現行の機能や役割、サービスについ
て、もっと積極的にアピール必要があり、その
ことが今まで利用していない人たちへの働きか
けにもなると考える。

0 20 40 60 80 100

自家用車

徒歩

自転車

バス

その他

オート…

タクシー

3（2） 交通手段
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３（３） 利用する目的
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４ 図書館のサービスについての理解
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５ 図書館の各種行事のなかで参加
したことのあるものをお答えくださ
い。 （複数回答）

○考察５
最も多かったのは、「絵本や絵画の展示会」

１８％であった。今後も展示会を充実すること
で来館者の増加を図っていきたい。最も大きな
行事、図書館フェスティバルに参加したことの
ある人は、わずかに１４％であった。また、他
の項目は１０％未満であることから、図書館主
催の行事、事業についても十分なＰＲ、周知が
必要と考える。今実施している事業の充実を図
りながらも、町民のニーズ応えることのできる
新たな 事業についても検討していきたい。0 5 10 15 20

展示会

図書館フェスティバル

おはなしのへや
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えほんとあそぼ
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お楽しみ文学館

えいごとあそぼ

５ 参加したことのある図書館行事
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【新しい図書館利用について】
６ 新しい図書館はどのような施設
であると良いと思いますか。

（複数回答）

○考察６
最も多く人が望んでいるのは、「ゆっくり

くつろいで本や新聞、雑誌を読めるスペース」
で、６５％であった。また、「集中して勉強
できるスペース」を希望する人も多いことか
ら、新たな図書館の問題だけでなく、現在に
おいても、ゆっくりくつろげる場所や落ちつ
いて勉強や調べものができる空間の確保、工
夫が必要があると考える。自由記述欄にも多
くあったように、「十分な広さのある駐車場」
が６１％と次に多かった。新しい図書館に向
けての大きな課題と考える。さらに、４０％
以上の人が「高齢者、障がい者に優しい施設」
を希望している。特に重視していかなければ
ならない課題と考える。

７ 新しい図書館にはどのような機能
サービスを望みますか。

○考察７
図書館のサービスに対して一番望むことは、
やはり、「図書・雑誌・新聞等」の充実で、54
％であった。また、特に注目すべきことは、
「高齢者、障がい者、幼児・児童」に優しい
サービスを望む人が多いことである。このこ
とは「高齢者、障がい者に優しい施設」のあ
り方と一緒に考えていかなければならない。
新しい図書館に限らず、今の図書館でもでき
るサービスについても検討し、可能な限り実
施することが重要と考える。特に、「高齢者、
障がい者、幼児・児童」、それぞにとってど
んな施設が必要なのか、どんな配慮をすべき
なのか、現在、何ができてていないのかにつ
いてしっかり検討していきたい。また、「開
館時間の延長」を希望する人も 24％と比較的
多かった。「開館時間の延長」するためには、
何が必要なのか、再度検討が必要である。

８ 新しい図書館に多くおいてほしい
図書・資料はどのような分野ですか。

○考察８
文学、雑誌・新聞、絵本が上位を占めてい

る。特に、雑誌の充実を望む声が多いことか
ら、より利用者のニーズに応えるためにも雑
誌の数、種類等々を再検討することが必要で
ある。また、自由記述欄において、図書館に
雑誌や文庫本を置くことに疑問を持っている
人が少なくないこともわかった。図書館に置
く図書について、図書館としてのどのような
ビジョンをもっているか、明確に説明する必
要を感じた。その他として、医学等の専門書
や洋書、高価な専門書を図書館に置いてほし
いという要望があった。
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６新しい図書館に望む施設・設備
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８ 新しい図書館に置いてほしい図書分野
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７ 新しい図書館に望む機能・サービス
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アンケート 自由記述欄の回答

【現在の図書館利用について】

２の８：利用したことのない理由

０１：必要な本は購入しているか、インターネットで調べる。

５１：思った本がない。情報が最新のものの冊数が少ない。

１３６：パソコンで調べたり、若いときのように読書しなくなりました。

１７０：現在、コロナの不安あり。

１８５：勤務先が町外のため開館時間が合わないうえ、休日も外出することがおおいので利用できない。

３（３）の１０：図書館を利用する目的は何ですか。

１３６：図書館を利用しての作品 （絵画を見に伺います)

２６２：展示会

【新しい図書館について】

６の１３：新しい図書館はどのような施設であると良いと
思いますか。

０９：北見や網走のような個別で勉強できるスペースがほしい。

２６：省エネで温かく涼しい場所であるとうれしいです。

８９：樹木に囲まれた自然公園の中。

１５１：今の図書館で良いのではないか。

３２６：現在の施設を無駄にせず、出来るだけ利用してほしい。

７の１５：新しい図書館にどのような機能・サービスを
望み見ますか。

２６：省エネで温かく涼しい場所があると嬉しいです。

１０４：広々として清潔で新しい図書が充実した図書館。

１６３：多種多様なニーズに対応できる機能・サービス

１８５：障害のある方、高齢者の方、小さな子供がいる方など、登録者に配達貸出を行うなど（スマホやファッ
クスで申し込む）

３０６：個人の貸出履歴がわかるシステム。次のおすすめ本→データと分析ポイントがたまる通帳など。
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８の１２：新しい図書館に多くおいてほしい図書・資料は
どんな分野ですか。

０１：教養の高まる本。

１２２：大文字文庫を多くして欲しい。

１６０：自閉症、発達障害関連の物

２４４：美幌町の近隣の郷土資料、（津別、女満別など）、網走郡の資料

９：新図書館建設に向けて、あなたのご意見、要望を
お聞かせ下さい。

０１：美幌町のシンボルになるような建物。

０９：駐車場のスペースをもっとふやしてほしい。駐車場がせまいので、広かったら停めやすい。
（同様意見 １５件）

１５：子ども、高齢者が気軽に利用できる施設をお願いします。

１６：図書館のイメージとして「静かにすごす」というのが主にあるので、幼児や乳児をかかえている方は、行
きづらい傾向があるのでは？
ある程度子供が声を出しても良い環境があってもよいのかなと思いました。のびのびと楽しく絵本と関わ
る幼児期は大切だと思います。大人の都合で静かにと言われると、ちょっとかわいそうな気がします。

２３：周囲の環境にも配慮を・・・静かな公園が理想です。

３３：財政が豊かであるなら建設も嬉しいですが、個人としては現状で不便と思っておりません。職員の方も親
切丁寧ですし、静かで居心地の良い場所と思っております。「未来を指向した図書館」とありますが、本
質を忘れないで欲しいです。役場新庁舎も完成しつつありますが、住みよい街を今一度考えて欲しいと思
います。

８０：館内自体が安らげる空間であり、小さな子供たちには、特に何度でも足を運びたくなるような、魅力あふ
れた空間であって欲しい。すばらしさを感覚で感じられるよう、いろいろ工夫されることを希望します。）
（館内は視覚面からも、子供の目を楽しませる工夫があれば・・・とも思います）充実した空間ななりま
すように・・・（同様意見 数件）

１２５：北見図書館くらい充実した館を望みたいです。無理かもしれませんが、北見図書館で借りた本 などを
美幌で返却できるとありがたいです。本当は、あのぐらい本があれば言う事なしなのですが・・・ 美
幌の図書館の職員の方々がいつもやさしくていねいに接客してくださるので、そこは北見図書館に負け
ていません！いつもありがとうございます。（同様意見 数件）

１８７：高齢者、障がい者等に利用しやすい施設を期待します。

２５２：静かに過ごすことができる、シンプルな施設が望ましいと思います。

２５９：利用しないのでピンと来ません。無作為に抽出ではなく、本当に利用の多い方にアンケートした方が良
いのでは？

２９０：図書館司書の保有している職員の方は正職として雇用を進め、男性の専門職も必要かと思います。人材
の充実が大切。

２９１：建設位置は市街地と思いますが、場所や敷地面積が不明なため、交通手段の選択が困難と思います。ま
た、場所によっては集会室（５０名程度）の利用方法も多目的（自治の懇談場所）になり、床面積や床
の種類も変えると思いますので建設位置や面積が分かった時に、再度アンケート調査を実施して頂きた
いです。

３０９：図書館の閉館時間を月１，２回ほど、午後８時くらいまで延長して欲しいです。そうすればゆっくり館
内でも本を読むことができるので助かります。

３２７：ちょっとした喫茶スペース。長時間落ちついて過ごせること。

３３８：できる限り町内の真ん中の位置にあって欲しいですね。人口が減少し、高齢化気軽に歩いて利用できる
場になって欲しいですね。また、他の機能と併設し、絶えず人の出入りのある活気のある場を望みます。


