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図書館サービスの概要
利用者サービス

(1) 来館者へのサービス
① 貸出・返却
貸出点数 10 点以内（ＡＶ資料・大型絵本・大型紙芝居計３点以内）、貸出期間３週間
ア 予約、リクエスト
利用者の希望する資料が貸出中の場合は、館内では OPAC（利用者用蔵書検索端末）
で予約が可能である。また、館外ではインターネットで予約が可能である。未所蔵の
資料については購入又は他館借用（相互貸借）により資料提供している。
イ 遠隔地利用者図書返却サービス
県図書館で借りた本を、地元の図書館（室）で返却できる遠隔地利用者図書返却サ
ービスを実施している。返却可能な図書館は、平成 28 年１月から輪之内町立図書館が
参加したことにより、50 館（室）となった。
② レファレンス・サービス
利用者の質問・調査研究に対して、所蔵資料・データベース・ウェブ情報などを用いて、
回答や調査の支援を行う。
当館単独で回答が困難な場合は、国会図書館など他機関への照会、その分野に関する専
門の調査研究機関の紹介なども行っている。

(2) 児童サービス
児童図書研究室に、児童図書、絵本のほか子どもの読書に関する参考図書を収集し、子
どもに本を手渡す大人のレファレンスに対応している。絵本はできるかぎり収集に努め、
読みくらべ絵本、視覚障がい者用布絵本・点訳絵本なども所蔵し、児童図書の研究活動を
支えている。また、児童図書研究通信「あひるの子」を年１回発行し、子どもの読書推進
に寄与している。
児童コーナーに、乳幼児から小学生を対象として、児童図書、絵本、紙芝居などを収集・
提供している。

(3) 郷土資料サービス
２階開架閲覧室に県内市町村史誌、郷土人伝記、教育関係資料、各種統計書、郷土文学
資料など約１万９千冊を排架し、県内はもとより、全国からのレファレンスに対応してい
る。
「岐阜県関係新聞記事索引」「岐阜県関係雑誌記事索引」「岐阜県人物文献索引」「岐
阜県関係資料の目次」
などのデータベースを整備し、
レファレンス機能を向上させている。
平成 26 年度末のシステム更新により、新聞記事索引、雑誌記事索引、人物文献索引は蔵書
検索システムと統合し、一括して検索できるようになった。
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(4) 地図情報サービス
地図情報の資料として、空間的・時間的な情報を持つ地図及び地図関連図書を約 15 万点
収蔵し、県内はもとより、全国からのレファレンスに対応している。
県図書館ホームページで収蔵する地図関連資料を広く公開するとともに、検索を容易に
してレファレンス機能を向上させている。
古地図については、平成 15 年度に当館独自の詳細な古地図分類を完成させ、その分類方
法に基づき検索が可能である。また、デジタルアーカイブ化を実施した古地図については
その画像も公開している。

(5) 高齢者・障がい者サービス
① 設備
身体に障がいのある利用者のための駐車スペースやトイレ、拡大読書器、「大活字本コ
ーナー」を設置。館内用車椅子の貸し出しを行い、書架と書架との間は車椅子の対面通行
が可能な幅となっている。視覚に障がいのある利用者のための点字ブロックや案内、対面
読書室なども設置している。
平成 28 年度には、カウンターに読書補助具、双眼ルーペ、身体の不自由な方が書架等で
職員のサポートを必要とする際に使用する呼び出し機、活字読み上げ装置を設置、拡大読
書機を増設した。また、Windows の操作ガイド、インターネットページの読み上げ、マル
チメディアデイジーの再生、文章の点訳をするための各ソフトウェアを導入、バージョン
アップしている。
＜福祉機器一覧＞
拡大読書器：8 簡易筆談器：5 読書補助具：6 助聴器：3 低床作業椅子：2
双方向呼び出し装置：3 活字文書読み上げ装置：1 双眼ルーペ：3
活字自動読み上げ機：1 DAISY 再生機：2
自動点訳ソフト：1 マルチメディアデイジー再生ソフト：1 読書用混成ソフト：1
Windows 操作支援ソフト：1 Web 操作支援ソフト：1
コミュニケーションボード：3
② サービス
重度の身体障がいのある利用者や視覚に障がいある利用者への郵送貸出サービス、視覚
に障がいのある利用者への対面読書サービスや「サピエ」（視覚障害者情報総合ネットワ
ーク）等を活用した点字・録音資料の提供、新たな録音資料の製作と提供を行っている。
視覚に障がいのある利用者へのサービスについては、視覚障がい者サービス協力者の力
を得て実施している。

(6) インターネットによるサービス
① 資料検索、予約及び情報発信
平成８年 10 月にホームページを開設し、ホームページからの資料検索や情報提供を実施。
資料の検索のほか、貸出中の図書への予約、イベント情報の提供等を行っている。
平成 19 年度に子ども向けのページを作成。
平成 21 年３月に携帯電話からの予約を開始。
平成 24 年 11 月にスマートフォン版蔵書検索を試行。
平成 27 年３月に岐阜県関係記事・デジタル化資料（郷土・地図資料）を蔵書と一括検索
開始。また、My ライブラリ機能により、利用状況確認、新着図書等のメール通知、
ブックリスト作成が可能になった。
平成 29 年 9 月にインターネットでの貸出延長を開始。
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② 岐阜県横断検索
平成 12 年３月実験版を稼働。同年 12 月に正式版を公開。
・参加館数
46 館（公共図書館 36 館(室) 大学図書館８館 専門図書館２館）
③ レファレンス関連
パスファインダーを公開し、随時内容を更新（99 種類）。
国立国会図書館のレファレンス協同データベースにレファレンス事例を提供（1,872 件）。

(7) 県政サポートサービス
県政における新たな施策立案等に県図書館の図書・雑誌を活用してもらえるよう、平成
28 年１月 15 日から、県職員を対象に「図書・雑誌の貸出・返却配送」「リクエスト購入」
のサービスを開始した（当面は本庁の所属のみ）。あわせて、県職員に向けて「レファレ
ンス」「研究室」の利用をＰＲすることとした。

(8) 宅配サービス
県図書館から遠い地域に在住する方や開館時間内に利用が困難な方のために、平成 30
年１月に図書館資料の自宅への配送サービスを開始。

閲覧室の概要
１階 開架閲覧室
２階 開架閲覧室
ブラウジングコーナー
ＡＶコーナー
利用者用端末機
マイクロリーダー
データベースコーナー
海外情報コーナー
海外教育コーナー
健康医療情報コーナー
児童コーナー
児童図書研究室
おはなし室
子育て支援図書コーナー
ティーンズコーナー
ぎふ清流の国文庫

約 19 万冊（一般・児童図書・ＡＶ資料・雑誌・外国語資料など）
閲覧席 187 席
約４万冊(郷土資料・新聞資料・地図資料) 閲覧席 78 席
雑誌約 330 誌を排架
ビデオ、ＬＤ、ＣＤ、カセットテープ、ＤＶＤを 約 2.6 万点所蔵
し、ブース（計４台）にて視聴できる
タッチパネル方式
６台、キーボード方式
９台
インターネット専用 ５台
計 20 台設置
マイクロリーダー２台、マイクロフィルムスキャナ１台
外部データベースや CD-ROM 等を利用できる
語学と世界の文化などを知ることができる図書を排架
児童コーナーに海外の小学校教科書の一部を排架
病気や治療法、闘病記などの健康や医療に関する図書を排架
児童書、絵本、紙芝居など約７万６千点の資料を排架
児童書、絵本及び子どもの読書に関する参考図書を排架
絵本の読み聞かせ、紙芝居、ブックトークなどを実施
子育ての参考になる資料を排架
中高生世代向けの小説や将来を考えるための本などを排架
郷土にかかわりの深いテーマの図書を排架

その他の施設
・多目的ホール・研修室・楽書交流サロン等を利用者に広く開放している(平成 24 年度一部有
料化)
・先人顕彰室を企画展示室と改め、情報発信の場として活用している（平成 19 年度より）
・企画展示室は、県出身の作家などの展示はもとより、美術館・博物館など県内文化施設と連
携した展示を実施するために、
貴重展示物の受入環境を整備する工事を行った（平成 28 年度）
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２

図書館資料・外部データベース等

(1) 収集方針等
① 収集方針
県民の調査、研究、学習活動等を支援するために必要な資料を「図書館法」の精神に基
づいて幅広く収集。
② 資料収集に関わる重点事項（平成 30 年度）
県図書館として市町村図書館等との役割分担を意識した資料収集をめざし、県民の自主
的な課題解決を支援する収集を行う。
③ 資料収集委員会・選書委員会（平成 29 年度）
資料収集委員会は定例会を年３回開催。蔵書の構成計画、資料の収集計画等を協議決定
した。また、選書委員会は年間 23 回開催した。

(2) 収集資料
種

類

一 般 図 書
郷 土 資 料
地 図 資 料

収

集

の

内

容

市町図書館で収集しない専門資料を厳選して収集
県民の調査研究を支援する参考図書、専門図書を収集
行政出版物、民間出版物を含む郷土資料、県内ビジネス・生活情報を継
続して収集
学校教育への支援を意図した児童･生徒向けの地図関連資料の収集
県の機関等が作成した地図・図書資料の継続的収集

児童 ｺｰﾅｰ 資料

評価の定まったもの、新刊書を厳選して収集

児童図書研究室

将来にわたり児童文学等の研究に供するための資料を収集

資

料

Ｙ Ａ 資 料

ヤングアダルトを主たる対象として出版された各分野のうち、評価の定
まった資料を体系的に収集

逐 次 刊 行 物

県内市町図書館等の所蔵情報を考慮し、県図書館としての機能を担い果

（新聞・雑誌）

たすための逐次刊行物を精査し収集

Ａ Ｖ 資 料

郷土関係のＡＶ資料を充実

マ イ ク ロ資料
電子出版資料
読書活動支援
資
そ

料
の

他

通常の印刷物では入手できない資料及び利用と保存の上からより効率
的と考えられる資料を収集
事典・判例集等、利便性の高く、調査研究に役立つ資料を収集
調べ学習や読み聞かせのセット文庫等、子どもの読書活動推進のための
資料収集
視覚障がい者録音図書作成のための資料収集
外国語資料、大活字本、視覚障がい者用録音図書・点字図書等を収集
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【特別コレクション】
啓明文庫（けいめいぶんこ）
平成３年３月改称
昭和 48 年 10 月閑淡文庫として設置された文庫。ドイツ文学史研究家伊東勉氏（1992 年没）
から寄贈を受けた、ゲーテ、シラー、ハイネなどのドイツ古典文学作品とその研究資料及び
明治期の日本における比較文学研究資料を中心に収蔵
豊田穣文庫（とよだじょうぶんこ）
平成７年７月設置
当県出身の直木賞受賞作家豊田穣氏（1994 年没）の戦記文学・戦記物コレクションの寄贈を
もとに、氏の全著作と、執筆に際して参考にされた戦史・戦記、政治家・軍人の伝記資料な
どを収蔵
櫻林文庫（さくらばやしぶんこ）
平成８年３月設置
音楽療法の先駆的役割を果たされた東京芸術大学名誉教授で「岐阜県音楽療法研究所」名誉
所長櫻林仁氏（1995 年没）の研究書、関連図書を収蔵
看雲文庫（かんうんぶんこ）
平成 10 年 11 月設置
美濃国加納（現岐阜市）出身で江戸後期の美濃における漢詩の第一人者、宮田嘯台（みやた
しょうだい・1747～1834）氏の遺稿「看雲栖詩稿」をはじめ、著書・和漢書を収蔵

(3) 平成 29 年度購入実績と平成 30 年度予算
平成 29 年度実績
本館用資料購入費
図書購入費
逐次刊行物
ＡＶ資料等
地図資料
読書活動支援図書購入費
総合計

（単位：千円）
平成 30 年度予算

55,750
43,964
9,036
1,074
1,676

56,015
42,961
9,376
1,308
2,370

861

1,100

56,611

57,115

(4) 資料の受入
① 選書と受入
・新刊図書で選書会を開き、現物を見ながら選書を行う。
全集等継続購入の分を含め、毎月 1,000 冊程度の図書を購入
・寄贈図書は郷土資料を合わせ毎月 450 冊程度を受入
② リクエスト図書（利用者からの希望図書）
・リクエストは、収集方針に則り購入又は他館借用（相互貸借）で対応
＜平成 29 年度実績＞
リクエスト数
購入冊数

1,351 冊
194 冊（購入金額約 50 万円）

他館借用冊数

1,151 冊

提供不可冊数

6冊
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(5) 図書総点検
資料が円滑に利用できるように、年１回（10 日間）、書架にある資料とデータを照合し、
点検する。ラベル番号順に完全に並べ直す作業や増加する資料を効率的に排架するための移
動作業もあわせて実施。
＜平成 29 年度実績＞
実施期間：平成 29 年 11 月 28 日(火)～12 月 8 日(金)

点検対象点数：約 48 万点

(6) 蔵書評価
現蔵書の長所短所を把握し適切な蔵書構成を維持するために、平成 25 年度より継続的に
蔵書評価を実施。
＜平成 29 年度実績＞
分

野

期

日

診

断 者

産業・経済

平成 29 年 10 月 18 日

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター職員２名

工業

平成 29 年 10 月 27 日

工業技術研究所職員１名

＜平成 28 年度以前の実施状況＞
25 年度：芸術（岐阜県美術館学芸員）、26 年度：健康医療（岐阜県教育委員会教職員課保
健師）
、27 年度:教育英語（高等学校英語科教員）
、教育（小中学校教員）、28 年度：障が
い福祉（岐阜県障がい者総合相談センター等職員）
、海外情報（大学教授）

(7) 資料のデジタル化
当館が所蔵する地図資料や郷土資料、貴重資料をデジタル化することで、資料の劣化を防
ぐとともにデジタル化した資料をホームページで公開している。
（平成 29 年４月１日現在）
【地図資料】
・古地図
岐阜県関係や明治初期以前のもの、貴重なものなどをデジタル化している。
計 2,748 点。平成 28 年度実績 14 点（168 枚）
【郷土資料】
公 開 資 料
郷土絵葉書・写真等
櫻花図譜
The pressed specimens and moths
(蝶蛾鱗粉転写標本）
新式昆虫標本製作法

坪井竹類図譜
美濃紙抄製図説

概
要
当館が所蔵する岐阜県内各名勝の絵葉書・写真等、42 種類（約
500 枚）。主に 1900 年初頭から昭和初期のものを収集。
桜の研究で世界的に著名な岩村町出身の植物学者・三好学が
112 種の桜を観察したもの。1921 年刊。
鱗粉転写（蝶や蛾の鱗粉をそのまま写し取り胴体部分を描く）
による標本。1908 年、名和昆虫研究所工芸部刊行。105 枚。
昆虫採集と標本作成についての手引書。木村小舟（明治大正
期に少年文学界など幅広い分野で活躍した富加町出身の編集
者）と名和靖の共著。1909 年刊。
坪井伊助による竹類図鑑。1916 年刊
江戸時代の紙漉きの方法を伝える貴重な記録。1880 年、岐阜
県勧業課編。稿本。
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【ファッション関係貴重資料】
PETIT COURRIER DES
19 世紀前半のパリを代表するファッション誌。服飾画集。全
DAMES（プチ・クリエ・デ・ﾀﾞﾑ）
６巻。約 1,000 枚。1821～1833 年刊。
Gazette du Bon Ton
「今世紀最大のモード誌」といわれたファッション雑誌全 70 号。
(ｶﾞｾﾞｯﾄ･ﾃﾞｭ･ﾎﾞﾝ･ﾄﾝ)
1912 年 11 月創刊号～1925 年 12 月終刊号。図版総数 571 点。

（8）外部データベース一覧（平成 29 年度）
データベース名
日経ﾃﾚｺﾝ 21
中日新聞・東京新聞記事
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
官報情報検索サービス
D1-Law.com
聞蔵Ⅱﾋﾞｼﾞｭｱﾙ
ﾌｫｰﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
ルーラル電子図書館
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝ

概
要
等
日経各紙記事（日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞Ｍ
Ｊほか）、企業情報や人事情報が検索できる。
中日新聞記事（1987 年４月以降の最終）や東京新聞記事（1997
年４月以降）が検索できる。
1947 年 5 月 3 日～直近（当日発行分は午後 3 時～）の官報（本
紙、号外、政府調達公告版）＊代行検索
現行法規、判例体系(要旨、本文、判例評釈、参照法令等）や
法律判例文献情報が検索できる。
朝日新聞（1984 年 8 月以降）、朝日新聞縮刷版（1945 年～19
89 年）などが検索できる。
「月刊現代農業」『農業技術大系』『病害虫防御総覧』野菜作
りの入門書、食農関係教育実践等の記事などが検索できる。

ジャパンナレッジ Lib

『日本大百科全書』
『日本人名大辞典』
『日本国語大辞典』など
50 種以上の事典・辞典類が検索できる。
国立国会図書館デジタル化
国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、入手困難な資料
資料送信サービス
の送信を受け、閲覧・複写ができる。
歴史的音源
1900 年初頭から 1950 年頃までに国内で製造されたＳＰ盤等に
収録された音楽等の音源を聴くことができる。
東洋経済デジタルコンテン
東洋経済新報社の『週刊東洋経済』『一橋ビジネスレビュー』
ツライブラリー
『会社四季報』などビジネス情報誌を検索・閲覧できる。
医中誌Ｗｅｂ
医学中央雑誌刊行会が運営する国内医学論文情報のインター
ネット検索サービス。
岐阜新聞電子縮刷版サービ
明治時代から最新までの約 520 万件の雑誌記事索引をキーワ
ス
ード等で検索できる。
ＷｅｂＯＹＡ－ｂｕｎｋｏ
大宅壮一文庫雑誌記事索引のＷｅｂ版。明治時代から最新まで
の約 520 万件の雑誌記事索引をキーワード等で検索できる。
Ｍｐａｃ－マーケティング
マーケティング情報検索サービス。市場規模やメーカーシェ
情報パック
ア、ドラッグストアやコンビニエンスストアでの商品の売れ行
き、家計の支出トレンド、消費者の声がわかる。
ＪＲＳ経営情報サービス
経営管理、人事労務、特許情報、税務等、中小企業経営に活用
できる 15,000 件の情報を提供。
ＢＩコモンズ電子ライブラ
機械情報産業の専門図書や、調査会社のレポート、当研究所の
リ
報告書等を電子書籍の形態で閲覧できる。
ＭｉｅＮａ市場情報評価ナ
日本統計センターが提供する商圏分析レポート。岐阜県と愛知
ビ
県の商圏における居住者特性、消費購買力、将来人口等の地域
特性がわかる。
※Ｈ30 年度導入予定データベース
日経 BP 記事検索サービス、ナクソス・ミュージック・ライブラリー

- 14 -

３

県内図書館への支援・連携と県外図書館との連携

(1) 地区別意見交換会
県内市町図書館との連携協力を深めるため、地区ごとに市町図書館職員と県図書館職員と
の意見交換を実施。平成 29 年度も、県内６地区で実施した。
(2) 図書館未設置町村巡回
図書館未設置町村の公民館図書室８町村を対象に年１回巡回し、図書室の運営に関する相
談・助言や図書館資料の貸出を行った。
可茂地区公民館図書室担当者意見交換会については、今後巡回と隔年で実施することにつ
いて巡回時に意見を聴取した。
(3) 貸出文庫・読書会テキストの貸出
市町図書館・公民館図書室・読書団体等の活動を支援するため図書館資料を貸出している。
(4) セット文庫の貸出
学校教育の用に供する図書を特定のテーマごとに組み合わせてセットとし、小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校に貸出している。
(5) 相互貸借による支援
利用者の求めに応じて、自館で所蔵していない資料を他館から借受し、また、他館からの
依頼に応じて貸出する「相互貸借」を県内外の図書館と行っている。
① 県内図書館への定期便による配送業務支援
当館へ来館することが困難な県民の方にも、地域の市町村図書館等を通して県図書館の
資料を利用できるよう、市町村図書館等からの依頼に応じて、週１回の定期配送を行って
いる。
平成 16 年 12 月からは、市町図書館間の定期便の運用を開始した。このシステムでは市
町図書館間で相互貸借を行う際に、各市町村図書館は同定期便に資料を載せて県図書館へ
配送し、翌週に県図書館から相手館に配送している。
平成 23 年１月からは、図書館未設置町村の８中央公民館図書室が定期便対象に加わった。
② 県内大学図書館との連携
平成 16 年３月に岐阜大学図書館との間で相互協力に関する協定を締結し、岐阜大学図書
館による週１回の資料搬送を実施している。平成 24 年４月から岐阜大学返却サービスを開
始した。
平成 22 年３月には中部学院大学・中部学院大学短期大学部とも協定を締結した。
平成 30 年３月、岐阜県立看護大学図書館との間で協定を締結し、県図書館の資料貸借と
大学返却サービスを開始した。

- 15 -

③ 県外図書館との連携
東海・北陸地区の県立図書館との間で定期便を運行し、県内市町図書館の相互貸借業務
を支援している。
平成 17 年６月に東海三県県立図書館間で、平成 22 年３月に富山、石川、福井の各県立
図書館と相互協力の協定を締結し、貸出、返却資料の配送を目的とした定期便の運行を開
始した。
④ 県内高等学校図書館への支援強化
平成 18 年９月から、県内高等学校図書館への貸出について、送料を県図書館が往復負担
することで、当館資料の利用促進を図ることとした。
(6) 相互連携のための活動
① 岐阜県公共図書館協議会の活動
事務局を県図書館に置き、
県内の 35 公共図書館及び笠松中央公民館図書室１室で構成す
る。県内図書館の振興により全県域における図書館サービスの発展を図るため、図書館職
員向けの研修会、
図書館運営やサービスに関する研究、資料の共同収集などを行っている。
② 岐阜県図書館協会の活動
事務局を県図書館に置き、県内の図書館関係団体を総括する。県内の図書館活動を振興
し、館種の異なる図書館同士の連携協力を推進するため
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４

県民に開かれた図書館運営

(1) ボランティア活動
当館の運営は、さまざまな分野でサポーター（ボランティア）の方々の活動に支えられて
いる。
図書館側としても、
これらの活動に応えるべく、資質向上を図るため研修会を開催したり、
懇談会を企画してサポーターの方々との連携・協力に努めている。
また、平成 14 年に「サポーター・ボランティア控室」、平成 15 年に「サポーター・ボラ
ンティア活動室」を設置し、活動を支援している。
なお、平成 19 年度から「視覚障がい者サービスボランティア」の名称を「視覚障がい者サ
ービス協力者」に変更した。
○

活動実績（平成 29 年度）

① ボランティア全体
・全体交流会（年１回）
4 月 20 日（木）

参加者 10 名

② 一般サポーター（登録者数 25 名）
・活動内容 返却本の整理、破損本の修理、イベントへの協力等
・研修会（年１回）・懇談会（年１回）
③ おはなしサポーター（登録者数 36 名）
・活動内容 おはなし会の実施（月約３回）
・研修会（年１回、外国絵本サポーターと合同）・懇談会（年１回）
④ 外国絵本サポーター（登録者数 8 名）
・活動内容 おはなし会での外国語による読み聞かせ（偶数月１回）
・研修会（年１回、おはなしサポーターと合同）・懇談会（年１回）
⑤ 視覚障がい者サービス協力者（登録者数 42 名）
・活動内容 対面読書、録音図書の作製
・せせらぎ月例研修会（10 回）・初級講座（全 10 回）・懇談会（年１回）
⑥ 花飾りサポーター（登録者数 5 名）
・館内美化のためサポーターによる生花の飾りつけ
（登録者数は平成 30 年４月１日現在）

(2) 県民からの意見等の図書館運営への反映
「県民に開かれた図書館運営」の実現を目指し、利用者の立場に立った図書館サービスの
向上に努めている。各カウンターにおいて常に職員が利用者の意向・動向の把握に努めると
ともに、館内に「提案箱」を設け、利用者から寄せられた意見、要望を把握し、より満足し
ていただけるサービスの提供を目指している。また、寄せられた意見、要望に対する回答は、
１階エントランスにて公開している。
① 平成 29 年度「提案箱」へ寄せられた提案件数
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53 件

(3) 利用者アンケート調査等の実施
利用者の意見や評価を図書館運営に反映するため、アンケートを年２回実施。
第１回
実施期間

第２回

平成 29 年８月９日

平成 30 年２月 15 日

～８月 31 日

～２月 28 日

回答数

507 人

370 人

レファレンス認知度

70.2％

76.7％

レファレンス満足度

97.2％

97.9％

窓口サービス満足度

99.6％

99.6％
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