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1. 基本情報 

開催日時 

平成 30（2018）年 8月 3日（金）、8月 4日（土）18:00～21:00 

会場  

納涼楽市 2018 歩行者天国会場（空き店舗を活用） 旧「のとや」前 

調査員体制 

 8月 3日（金） 

黒部市： 

島﨑課長、中嶋、輿水、宮崎、山ノ下、佐々木 

アカデミック・リソース・ガイド株式会社（ARG）： 

李、鎌倉 

 8月 4日（土） 

黒部市： 

川端館長、島﨑課長、中嶋、輿水、宮崎、内山、松澤 

アカデミック・リソース・ガイド株式会社（ARG）： 

李、鎌倉  
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2. 調査対象 

回答者数：263名 

年代・性別の割合 

  男性 女性 無記入 総計 割合 
参考 

本市年齢別人口 

参考 

本市年齢比率 

0代 1 6 1 8 3.04% 3,218 7.76% 

10代 18 28   46 17.49% 3,715 8.95% 

20代 7 7 1 15 5.70% 4,009 9.66% 

30代 32 48   80 30.42% 4,331 10.44% 

40代 21 36   57 21.67% 5,955 14.35% 

50代 7 14   21 7.98% 4,957 11.95% 

60代 9 12   21 7.98% 5,757 13.88% 

70代以上 4 9   13 4.94% 9,546 23.01% 

無記入   1 1 2 0.76% - - 

総計 99 161 3 263 100.00% 41,488 100.00% 

※本市年齢別人口は平成 30年 7月 1日時点の数字 

居住地ごとの割合 

  
黒部 

市内 

黒部 

市外 
無記入 総計 

黒部 

市内 

黒部 

市外 
無記入 

0代 7 - 1 8 2.66% 0.00% 0.38% 

10代 42 4 - 46 15.97% 1.52% 0.00% 

20代 11 3 1 15 4.18% 1.14% 0.38% 

30代 72 5 3 80 27.38% 1.90% 1.14% 

40代 49 7 1 57 18.63% 2.66% 0.38% 

50代 19 2 - 21 7.22% 0.76% 0.00% 

60代 19 2 - 21 7.22% 0.76% 0.00% 

70代以上 11 2 - 13 4.18% 0.76% 0.00% 

無記入 1 - 1 2 0.38% 0.00% 0.38% 

総計 231 25 7 263 87.83% 9.51% 2.66% 
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3. 調査結果 

質問 1：（仮称）くろべ市民交流センターが整備されることをご存知ですか 

 全体 

（仮称）くろべ市民交流センターが整備することを知っている市民はほぼ半分づつだが、知ってい

ると答えた市民のほうが若干多い。 

  回答数 割合 

知っている 136 51.71% 

知らない 127 48.29% 

総計 263 100.00 

 男女別 

 男性の方が女性よりも施設整備を知っている人が若干多い。 

  
回答数 割合 

知っている 知らない 総計 知っている 知らない 

男性 53 46 99 53.54% 46.46% 

女性 82 79 161 50.93% 49.07% 

無記入 1 2 3 33.33% 66.67% 

総計 136 127 263 51.71% 48.29% 

 年代別 

 30代以降は知っていると答える人の割合が増加する。 

  
回答数 割合 

知っている 知らない 総計 知っている 知らない 

0代 3 5 8 37.50% 62.50% 

10代 6 40 46 13.04% 86.96% 

20代 4 11 15 26.67% 73.33% 

30代 48 32 80 60.00% 40.00% 

40代 37 20 57 64.91% 35.09% 

50代 15 6 21 71.43% 28.57% 

60代 14 7 21 66.67% 33.33% 

70代以上 9 4 13 69.23% 30.77% 

無記入 - 2 2 0.00% 100.00% 

総計 136 127 263 51.71% 48.29% 
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 居住地別 

黒部市内在住者は、施設整備がされると知っている人が知らない人を 10％程度上回っている。 

黒部市外在住者が、施設整備されることを知っている人は 16％と 2割を切っている。 

  
回答数 割合 

知っている 知らない 総計 知っている 知らない 

黒部市内 129 102 231 55.84% 44.16% 

黒部市外 4 21 25 16.00% 84.00% 

無記入 3 4 7 42.86% 57.14% 

総計 136 127 263 51.71% 48.29% 

質問 2：関心がある機能を 1つ教えてください 

 1つ教えてくださいと質問したが、「図書館機能」と「子育て機能」等、複数回答した人が 7名いた。

「図書館機能」と「子育て機能」と返答した人の場合、「図書館機能」に 0.5、「子育て機能」に 0.5 と

し、回答を比例按分してカウントした。 

 

機能 回答数 

図書館機能 157 

子育て機能 55 

生涯学習機能 20 

市民活動支援機能 11 

ビジネス支援機能 13 

複数回答した人 7 

総計 263 

 全体 

 6割を超える人が図書館機能に関心を持っている。 

機能 回答数 割合 

図書館機能 159.75 60.74% 

子育て機能 56.75 21.58% 

生涯学習機能 21 7.98% 

市民活動支援機能 11.75 4.47% 

ビジネス支援機能 13.75 5.23% 

総計 263 100.00% 

  

機能 
各機能に 

追加する回答数 

図書館機能 2.75 

子育て機能 1.75 

生涯学習機能 1 

市民活動支援機能 0.75 

ビジネス支援機能 0.75 

総計 7 
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 男女別 

 男性は生涯学習機能とビジネス支援機能、女性は図書館機能と子育て機能に関心を示してい

る。 

機能 

回答数 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス 

支援機能 
総計 

男性 58.5 17.5 10 5.5 7.5 99 

女性 99.25 38.25 11 6.25 6.25 161 

無記入 2 1 - - - 3 

総計 101.25 39.25 11 6.25 6.25 263 

 

機能 

割合 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習 

機能 

市民活動 

支援機能 

ビジネス 

支援機能 
総計 

男性 59.09% 17.68% 10.10% 5.56% 7.58% 100.00% 

女性 61.65% 23.76% 6.83% 3.88% 3.88% 100.00% 

無記入 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 年代別 

 子育て世代は子育て機能、子育てが一段落した世代が生涯学習機能に関心を示すなど、ライフ

ステージに合わせて関心が変わってくる。 

機能 

回答数 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス 

支援機能 
総計 

0代 8 - - - - 8 

10代 33 4 2 2 5 46 

20代 9 4 1 - 1 15 

30代 43.5 32 1 - 3.5 80 

40代 35.5 7 6.5 4 4 57 

50代 12 5.5 2.5 1 - 21 

60代 13.25 2.25 5 0.25 0.25 21 

70代以上 5.5 - 3 4.5 - 13 

無記入 - 2 - - - 2 

総計 159.75 56.75 21 11.75 13.75 263 
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機能 

割合 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習 

機能 

市民活動 

支援機能 

ビジネス 

支援機能 
総計 

0代 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

10代 71.74% 8.70% 4.35% 4.35% 10.87% 100.00% 

20代 60.00% 26.67% 6.67% 0.00% 6.67% 100.00% 

30代 54.38% 40.00% 1.25% 0.00% 4.38% 100.00% 

40代 62.28% 12.28% 11.40% 7.02% 7.02% 100.00% 

50代 57.14% 26.19% 11.90% 4.76% 0.00% 100.00% 

60代 63.10% 10.71% 23.81% 1.19% 1.19% 100.00% 

70代以上 42.31% 0.00% 23.08% 34.62% 0.00% 100.00% 

無記入 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 居住地別 

 黒部市外に住んでいる方は図書館以外の機能への関心が高い。 

機能 

回答数 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習 

機能 

市民活動 

支援機能 

ビジネス 

支援機能 
総計 

黒部市内 142.75 49.75 17 9.75 11.75 231 

黒部市外 12 6 3 2 2 25 

無記入 5 1 1 - - 7 

総計 159.75 56.75 21 11.75 13.75 263 

 

機能 

割合 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習 

機能 

市民活動 

支援機能 

ビジネス 

支援機能 
総計 

黒部市内 61.80% 21.54% 7.36% 4.22% 5.09% 100.00% 

黒部市外 48.00% 24.00% 12.00% 8.00% 8.00% 100.00% 

無記入 71.43% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00% 100.00% 

質問 3-1：使いたい機能を 1つ教えてください 

 質問2と同様に1つ教えてくださいと質問したが、「図書館機能」と「子育て機能」等、複数回答が

あったので、回答を比例按分してカウントした。 

 また無記入が 1名いたので、回答数 362名で計算する。 
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機能 回答数 

図書館機能 163 

子育て機能 43 

生涯学習機能 29 

市民活動支援機能 7 

ビジネス支援機能 12 

複数回答した人 8 

無記入 1 

総計 263 

 全体 

 図書館の機能が一番使いたい機能となっている。他機能に関心を持っている人も、実際使いた

いのは図書館機能としているのか、割合が高くなっている。 

機能 回答数 割合 

図書館機能 166.5 63.55% 

子育て機能 44.5 16.98% 

生涯学習機能 30.5 11.64% 

市民活動支援機能 8 3.05% 

ビジネス支援機能 12.5 4.77% 

総計 262 100.00% 

 男女別 

 生涯学習機能は男性の方が関心が高いが、市民活動支援機能は男性よりも女性の方が関心

が高い。 

機能 

回答数 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス

支援機能 
総計 

男性 62 14 12.5 2.5 7 98 

女性 102.5 29.5 18 5.5 5.5 161 

無記入 2 1       3 

総計 166.5 44.5 30.5 8 12.5 262 

 

 

 

 

 

機能 回答数 

図書館機能 3.5 

子育て機能 1.5 

生涯学習機能 1.5 

市民活動支援機能 1 

ビジネス支援機能 0.5 

総計 8 
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機能 

割合 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス

支援機能 
総計 

男性 63.27% 14.29% 12.76% 2.55% 7.14% 100.00% 

女性 63.66% 18.32% 11.18% 3.42% 3.42% 100.00% 

無記入 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 年代別 

ライフスタイルに合わせて使いたい機能が決まっている。 

機能 

回答数 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス

支援機能 
総計 

0代 7     1   8 

10代 39 1 3 1 2 46 

20代 10.5 3     1.5 15 

30代 44 29 3   3 79 

40代 34 6.5 9.5 2 5 57 

50代 13.5   7 0.5   21 

60代 12 3 5   1 21 

70代以上 6.5   3 3.5   13 

無記入   2       2 

総計 166.5 44.5 30.5 8 12.5 262 

 

機能 

割合 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス

支援機能 
総計 

0代 87.50% 0.00% 0.00% 12.50% 0.00% 100.00% 

10代 84.78% 2.17% 6.52% 2.17% 4.35% 100.00% 

20代 70.00% 20.00% 0.00% 0.00% 10.00% 100.00% 

30代 55.70% 36.71% 3.80% 0.00% 3.80% 100.00% 

40代 59.65% 11.40% 16.67% 3.51% 8.77% 100.00% 

50代 64.29% 0.00% 33.33% 2.38% 0.00% 100.00% 

60代 57.14% 14.29% 23.81% 0.00% 4.76% 100.00% 

70代以上 50.00% 0.00% 23.08% 26.92% 0.00% 100.00% 

無記入 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
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 居住地別 

 使いたい機能として黒部市内在住のみなさんからは図書館機能を求めることが多い。 

機能 

回答数 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス

支援機能 
総計 

黒部市内 11 5.5 4.5 2 2.5 25.5 

黒部市外 151.5 38 24 6 10 229.5 

無記入 4 1 2     7 

総計 166.5 44.5 30.5 8 12.5 262 

 

機能 

割合 

図書館 

機能 

子育て 

機能 

生涯学習

機能 

市民活動

支援機能 

ビジネス

支援機能 
総計 

黒部市内 66.01% 16.56% 10.46% 2.61% 4.36% 100.00% 

黒部市外 43.14% 21.57% 17.65% 7.84% 9.80% 100.00% 

無記入 57.14% 14.29% 28.57% 0.00% 0.00% 100.00% 

質問 3-2：使いたい時間帯 

 使用したい時間帯はさまざまである。シニアの方は日中はいつでも大丈夫との回答が多く、仕事

をしている人や子どもたちは学校や仕事が終わってからを望む声が多かった。 

時間帯 回答数 時間帯 回答数 

日中 19 14:00～17:00 1 

午後 17 15:00～17:00 1 

午前中 16 16:00～ 1 

夕方 15 16:00～18:00 1 

いつでも 14 17:00～18:00 1 

午前 13 19:00～20:00  1 

特になし 9 19:00～22:30 1 

夜 8 19:30～20:00 1 

昼 7 20:00～21;00 1 

～20:00 3 8:00～ 1 

18:00～20:00 3 8:00～17:00 1 

～21:00 2 9:00～ 1 

～22:00 2 9:00～16:00 1 

10:00～12:00 2 9:00～午前中 1 
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13:00～15:00 2 9:30～15:30 1 

13:00～17:00 2 いつでも、放課後 1 

14:00～16:00 2 ナイターがあるとよい 1 

14:30～ 2 金曜日の夜、週末の日中 1 

16:00～17:00 2 現状 1 

17:00～ 2 午後、雨の日 1 

18:00～ 2 午後～17:00 1 

18:00～21:00 2 午後から 1 

19:00～ 2 午前中～昼 1 

9:00～12:00 2 正午くらい 1 

9:00～18:00 2 遅くまでやっているとよい 1 

9:00～21:00 2 昼～20:00 1 

時間がある時 2 昼～夕方 1 

遅い時間 2 昼まで 1 

昼間 2 昼間～夕方 1 

朝 2 昼頃 1 

夕方～夜 2 朝～昼 1 

18:00 2 朝～夕方 1 

20:00 2 日中、夜 1 

～10:00 1 日中～夕方 1 

～18:00 1 日中・夜 1 

～18:30 1 平日は夕方以降、週末は日中 1 

～19:00 1 夜（～20:00） 1 

～21:30 1 夜（平日）、日中（土日） 1 

10:00～ 1 夕方（土曜日）、午前（日曜日） 1 

10:00～12:00、14:00～16:00 1 夕方（平日）、お盆期間 1 

10:00～15:00 1 夕方（平日）、日中（土日） 1 

10:00～19:00 1 夕方～19:00 1 

10:00頃 1 08:00 1 

13:00～ 1 13:00 1 

13:00～14:00 1 15:00 1 

13:00～16:00 1 19:00 1 

13:30～16:00 1 無記入 35 

  
総計 263 
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質問 3-3：使いたい曜日 

 使用したい曜日としては、週末が非常に多い。 

曜日 回答数 曜日 回答数 

週末 118 いつでも 2 

平日 37 木曜日、日曜日 1 

土曜日 23 木曜日、金曜日 1 

毎日 21 平日、日曜日 1 

日曜日 10 平日、土曜日 1 

月曜日 5 日曜日以外 1 

金曜日 5 日中 1 

水曜日 4 水曜日、土曜日 1 

月曜日、火曜日 3 月曜日、週末 1 

火曜日 3 月曜日、金曜日、週末 1 

木曜日 2 月曜日、火曜日、水曜日、週末 1 

週末 2 火曜日、木曜日 1 

金曜日、週末 2 無記入 15 

  
総計 263 

質問 4：使いたい機能を使う上で実施してもらいたい活動やサービスがあればお知らせください   

 263名分の回答は以下の通りです。 

年代 性別 使いたい機能 実施してもらいたい活動やサービス 

0代 無記入 図書館機能 パリ―ポッターの本が読みたい 

0代 男性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 宿題ができるとよい 

0代 女性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 学習室 

0代 女性 図書館機能 
夏休みの工作、自由研究、すずめの本の

紹介 

0代 女性 図書館機能 飲食、読書 

0代 女性 市民活動支援機能 なし 

10代 女性 ビジネス支援機能 働くことを教えてもらいたい 

10代 女性 図書館機能 子ども用の小説 

10代 女性 図書館機能 いろいろなジャンルの本がある 

10代 女性 図書館機能 なし 
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10代 女性 図書館機能 借りれる期間を伸ばしてほしい 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 夏休みの宿題を教えてもらいたい 

10代 女性 図書館機能 本に挟むしおりがほしい 

10代 女性 図書館機能 宿題を教えてもらえる、夏休みの研究 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 カフェ、仕切りのある学習室 

10代 女性 図書館機能 小説が多くある 

10代 女性 図書館機能 お茶を出してくれたらよい 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 
勉強する静かなスペース、辞書、小さい子

への読み聞かせをして欲しい 

10代 女性 図書館機能 学習室 

10代 女性 市民活動支援機能 なし 

10代 女性 生涯学習機能 
障害者の疑似体験、お花のハーバリウム

をしたい 

10代 女性 図書館機能 本のアンケート 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 カフェ 

10代 女性 生涯学習機能 自習室 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 カフェ 

10代 女性 図書館機能 自由研究の参考になる本 

10代 男性 生涯学習機能 勉強会 

10代 男性 ビジネス支援機能 資格が取れる講座 

10代 男性 図書館機能 自動販売機があるとよい（コーラ） 

10代 男性 図書館機能 新刊図書は古い本と別においてほしい 

10代 男性 図書館機能 作家のイベント 

10代 男性 図書館機能 検索機能の充実 

10代 男性 図書館機能 工作教室 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 教室をやってほしい。オセロ、囲碁、将棋 
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10代 男性 図書館機能 歴史の本を増やす 

10代 男性 図書館機能 しおりがある 

10代 男性 図書館機能 好きなので将棋の本 

10代 男性 図書館機能 歴史の本、面白い本など、本を借りたい 

10代 男性 図書館機能 
食事ができるスペース、いまの図書館と同

様に本を検索できる端末 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 子育て機能 

子ども、大人と触れ合いたい。子どもの触

れ合いを経験することで、将来の自分の子

育てにも役立つ。家庭生活をよいものにで

きる。 

10代 男性 図書館機能 ゲームをしたい 

10代 男性 図書館機能 
読みたい本がどこにあるのか教えてもらい

たい 

20代 女性 図書館機能 本の取り寄せ、他館の本の貸出サービス 

20代 女性 
図書館機能と 

ビジネス支援機能 

ウォーターサーバー 

20代 女性 図書館機能 学習室 

20代 女性 子育て機能 子ども向け読み聞かせやイベント 

20代 女性 図書館機能 普通の図書館で 

20代 女性 子育て機能 子どもが走り回ってもよい安全な環境 

20代 女性 子育て機能 困ったときに相談相手になってもらいたい 

20代 男性 図書館機能 子ども向けのイベント 

20代 男性 図書館機能 カフェ 

20代 男性 図書館機能 ライトノベルを置いてほしい 

20代 男性 ビジネス支援機能 資格教室 

20代 男性 図書館機能 新刊紹介 

20代 男性 図書館機能 マンガ、コミック雑誌を置いてほしい 

20代 男性 図書館機能 簡単に本の検索ができる 

20代 無記入 図書館機能 喫煙スペース 

30代 女性 図書館機能 小さい子どもが利用できるスペース 

30代 女性 図書館機能 Wi-Fi設備 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 生涯学習機能 子どもの夏休みの学習、研究のサポート 

30代 女性 図書館機能 子どもがワイワイできる場所 
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30代 女性 図書館機能 本のリクエスト 

30代 女性 図書館機能 子どもの読み聞かせ 

30代 女性 子育て機能 食育、子どもも楽しめるイベント 

30代 女性 ビジネス支援機能 資格の講座 

30代 女性 図書館機能 
子どもがおしゃべりしたり、騒いでも気にな

らない場所、キッズスペース 

30代 女性 
図書館機能と 

子育て機能 

発達障害支援、講座 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 図書館機能 

読み聞かせはいま午前中とかにやってい

るので、昼寝が終わった夕方 16:00からや

ってほしい 

30代 女性 図書館機能 きちんとした読書スペース 

30代 女性 図書館機能 読み聞かせ会、お泊り会 

30代 女性 子育て機能 お母さんがリラックスできるソファ、カフェ 

30代 女性 図書館機能 親子で DVDを見れるスペース、借りられる 

30代 女性 子育て機能 
幼児サークル、小さいこと親が楽しめるワ

ークショップ 

30代 女性 子育て機能 読み聞かせ 

30代 女性 図書館機能 1人で使える場所があると嬉しい 

30代 女性 図書館機能 
子育てに関する本、カフェがあり涼みなが

ら本を読みたい 

30代 女性 生涯学習機能 映画の上映 

30代 女性 図書館機能 カフェ 

30代 女性 子育て機能 ワークショップ 

30代 女性 子育て機能 
子どもたちが楽しめるイベント、いまの図

書館は遠いし狭いのであまりいかない 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 図書館機能 雑誌を増やす、おしゃべりできるスペース 

30代 女性 子育て機能 交流会 

30代 女性 子育て機能 遊び場、お悩み相談 

30代 女性 子育て機能 3歳以上の大型遊具 

30代 女性 子育て機能 子どもが体を動かせる 

30代 女性 図書館機能 絵本の読み聞かせ 

30代 女性 図書館機能 子どもたちの夏休みの宿題の手伝い 
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30代 女性 図書館機能 いまの状況 

30代 女性 図書館機能 
子どもと一緒に過ごせる静かにしなくてよ

い場所 

30代 女性 子育て機能 
絵本の読み聞かせ、得る程度広い飲食可

スペース 

30代 女性 子育て機能 交流会 

30代 女性 子育て機能 託児 

30代 女性 子育て機能 交流会 

30代 女性 子育て機能 なし 

30代 女性 
図書館機能と 

子育て機能 

室内の遊び場 

30代 女性 図書館機能 学校との連携 

30代 女性 子育て機能 一時預かり 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 子育て機能 一時預かり、病児保育 

30代 女性 図書館機能 
土日の支援センター開館。遊ぶスペース

がほしい 

30代 女性 子育て機能 
子どもの離乳食等の教室、音楽付きでの

読み聞かせ 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 男性 図書館機能 音楽 CDを借りたい 

30代 男性 図書館機能 子どもの本特集 

30代 男性 図書館機能 Wi-Fi設備 

30代 男性 子育て機能 子どもが遊べる場所 

30代 男性 子育て機能 子どもが遊べる場所 

30代 男性 図書館機能 
視聴覚資料（DVD、CD)の充実（特に子ど

も向け） 

30代 男性 子育て機能 

雨天の時は特に、幼児も安心して遊べる

遊具の充実とスペースの確保があってほ

しい 

30代 男性 図書館機能 
住民票などの住民サービスが週末図書館

でできるとよい 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 子育て機能 子どもの運動場 

30代 男性 図書館機能 読み聞かせ、読み物をだすところ 
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30代 男性 図書館機能 

仕事で必要な資料を揃えてほしい。くつろ

ぐスペース。入りやすい図書館。コーヒー

を飲めるとよい。（魚津よく利用する） 

30代 男性 生涯学習機能 使い方を体験するイベントを定期的に 

30代 男性 子育て機能 
母親が「働く」と「子育て」の両立ができるよ

う支援してほしい 

30代 男性 子育て機能 子育てにあんするイベント、集まり、交流 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 図書館機能 子どもの読み聞かせイベント 

30代 男性 図書館機能 工作教室などの講座 

30代 男性 ビジネス支援機能 相談窓口 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 無記入 カフェ 

30代 男性 図書館機能 読むスペースが十分に欲しい 

30代 男性 図書館機能 一時保育 

30代 男性 子育て機能 食育、歯 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 図書館機能 
雑誌の種類を多く。本をいっぱい並べてほ

しい 

30代 男性 ビジネス支援機能 語学学習 

30代 男性 子育て機能 
子どもたちが体を動かせる（運動を問うし

て何かできる） 

30代 男性 子育て機能 なし 

30代 男性 図書館機能 講演会 

30代 男性 図書館機能 
図書館が中心となり、さまざまな機能とつ

ながって幅広いサービスができるとよい 

30代 男性 子育て機能 育休中のお母さんのサポート 

40代 女性 ビジネス支援機能 起業希望者向けレンタルオフィス 

40代 女性 図書館機能 音楽イベント 

40代 女性 子育て機能 放課後の子ども向け講座 

40代 女性 図書館機能 飲食可のスペース 

40代 女性 図書館機能 カフェ等、休みながら利用できる場所 

40代 女性 図書館機能 読み聞かせ 

40代 女性 生涯学習機能 
同じ講座を 1回だけではなく、何回かやっ

てほしい 
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40代 女性 図書館機能 面白いことがあれば 

40代 女性 子育て機能 なし 

40代 女性 図書館機能 子どもが声を出してもいい部屋 

40代 女性 図書館機能 子ども向けイベント 

40代 女性 
図書館機能と 

生涯学習機能 

読み聞かせ 

40代 女性 図書館機能 飲食できる場所、学習室 

40代 女性 図書館機能 読み聞かせ、子ども中心のイベント 

40代 女性 図書館機能 
いままでの図書館で行っている活動で十

分 

40代 女性 図書館機能 読み聞かせ、住民票が取れる 

40代 女性 生涯学習機能 認知症について学ぶ、日常に役立つこと 

40代 女性 図書館機能 カフェ 

40代 女性 生涯学習機能 なし 

40代 女性 
図書館機能と子育て

機能 

旅行者の旅行の本 

40代 女性 図書館機能 DVDの充実 

40代 女性 図書館機能 本を読みながら飲食できるスペース 

40代 女性 子育て機能 カフェ 

40代 女性 図書館機能 大人と子どもの折り紙教室 

40代 女性 図書館機能 ミニシアター 

40代 女性 生涯学習機能 なし 

40代 女性 図書館機能 学習室（静かに勉強できる場所） 

40代 女性 図書館機能 仕事と趣味（パソコン→仕事に役立つ） 

40代 女性 図書館機能 雑誌の種類を多く、閲覧スペースを広く 

40代 女性 図書館機能 楽しいイベント 

40代 女性 生涯学習機能 カフェ、飲食スペース、ジム 

40代 女性 ビジネス支援機能 
親も聞ける、会社、仕事の説明会（子ども

の就職活動の延長として） 

40代 女性 図書館機能 読み聞かせ、料理の本 

40代 女性 図書館機能 展示 

40代 女性 生涯学習機能 
最初は親子で入って、慣れたら子どもだけ

でも行ける親子教室 

40代 女性 図書館機能 なし 

40代 男性 図書館機能 なし 
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40代 男性 図書館機能 友学館の図書の返却ができるとか 

40代 男性 子育て機能 子どもが遊べる広場が欲しい 

40代 男性 子育て機能 子どもが安心して遊べる場所、イベント 

40代 男性 図書館機能 カフェ 

40代 男性 生涯学習機能 生配信、テレビ電話、ディスカッション 

40代 男性 図書館機能 年中無休 

40代 男性 図書館機能 静かな空間 

40代 男性 市民活動支援機能 コワーキングスペース（Wi-Fi、コピー機） 

40代 男性 ビジネス支援機能 まちの活性化につながるイベントや講座 

40代 男性 ビジネス支援機能 資格を取る講座、資格試験などの案内 

40代 男性 図書館機能 

いままで通りでよいがもっと駐車場があれ

ばよい（車社会・利用者が多いと思うの

で）、コラーレなどで仕事の資料づくりとか

していると、高校生がうるさく注意したこと

があった。マナーを守るようにして欲しい、

静かにする場との区別をして欲しい 

40代 男性 子育て機能 子どもが遊ぶところがあるとよい 

40代 男性 図書館機能 エアコンがあればよい 

40代 男性 生涯学習機能 
スキルアップ、趣味を広げたい（二胡を引

きたい）参加可能な時間があればよい 

40代 男性 生涯学習機能 趣味（革細工、自分で使えるもの） 

40代 男性 図書館機能 新しい本があるとよい 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 市民活動支援機能 フリーWi-Fi 

40代 男性 図書館機能 イベントの開催（魚津のように） 

40代 男性 ビジネス支援機能 ATM等の設置 

50代 女性 図書館機能 勉強スペース、食事スペース 

50代 女性 図書館機能 新刊の本がわかりやすいほうがよい 

50代 女性 図書館機能 
子どもたちと飲み物が飲めるところ、学習

室 

50代 女性 生涯学習機能 本格的な講座を受けて勉強したい 

50代 女性 図書館機能 カフェ 

50代 女性 
生涯学習機能と市民

活動支援機能 

カフェ 

50代 女性 生涯学習機能 音響、録音機能 
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50代 女性 生涯学習機能 イベント、行事がたくさんあるとよい 

50代 女性 図書館機能 
作家を呼んでのイベント（本に関係したイ

ベント） 

50代 女性 図書館機能 

障害福祉（在宅の）親や介護者が集まる場

所、このゆびとまれみたいな施設を市の中

心地に、 

50代 女性 図書館機能 おふろ 

50代 女性 生涯学習機能 

いろいろな人が公平に使えるように、同じ

グループが独占することがないように厳し

くしてほしい 

50代 女性 図書館機能 
高校生の子どもの学習場所、部活動の後

でも使えたらよい 

50代 女性 図書館機能 カフェ 

50代 男性 図書館機能 雑誌のリサイクル 

50代 男性 
図書館機能と 

生涯学習機能 

パソコン、通信等、ビジネス支援を充実し

てほしい 

50代 男性 図書館機能 
蔵書の数が多いとよい（いまの図書館の

蔵書ではだめ） 

50代 男性 図書館機能 読み聞かせ 

50代 男性 生涯学習機能 飲食スペース 

50代 男性 図書館機能 なし 

50代 男性 生涯学習機能 なし 

60代 女性 図書館機能 
作家を呼んでのイベント（本のことを聞け

る） 

60代 女性 ビジネス支援機能 飲食スペース、コンビニ 

60代 女性 図書館機能 NHKの番組の本を全部入れて欲しい 

60代 女性 図書館機能 
充実した雑誌、DVD、専門書（生け花の

本）、学習スぺース 

60代 女性 図書館機能 子どもの読み聞かせ 

60代 女性 生涯学習機能 いろんな世代の教室等を支援 

60代 女性 図書館機能 ポイント制度 

60代 女性 図書館機能 なし 

60代 女性 子育て機能 読み聞かせ、一時預かり、遊び場 

60代 女性 図書館機能 
欲張らないで図書館を充実させてほしい。

サービス重視で働く人が楽しくないのはダ
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メ。 

60代 女性 子育て機能 ITのものを整備してほしい 

60代 女性 子育て機能 子育てに関する生活支援 

60代 男性 図書館機能 移動図書館の実施 

60代 男性 図書館機能 
読みたい本が自分でなく検索してもらいた

い 

60代 男性 図書館機能 
退職後の働き方を学べる、男性のできる

料理教室 

60代 男性 図書館機能 イートイン 

60代 男性 生涯学習機能 
外国語（英語、中国語等）講座、PCやスマ

ホ講座 

60代 男性 生涯学習機能 講座 

60代 男性 図書館機能 
郷土資料をデータベース化してすぐ見れる

ようにして欲しい 

60代 男性 生涯学習機能 ITガイド、IT講座 

60代 男性 生涯学習機能 
魚津の学校みたいな機能。英会話を学べ

る 

70代以上 女性 市民活動支援機能 1時間でもよいのでみんなと体操したい 

70代以上 女性 生涯学習機能 なし 

70代以上 女性 市民活動支援機能 体操、マッサージ 

70代以上 女性 生涯学習機能 なし 

70代以上 女性 図書館機能 
車いすに乗って人や障碍者が利用しやす

いようにして欲しい 

70代以上 女性 図書館機能 シニアに向けての学びのイベント 

70代以上 女性 市民活動支援機能 市民活動の後、お風呂に入りたい 

70代以上 女性 図書館機能 いろいろな本を置いてほしい 

70代以上 女性 図書館機能 講座 

70代以上 男性 図書館機能 スロープ 

70代以上 男性 図書館機能 なし 

70代以上 男性 生涯学習機能 フィットネス 

70代以上 男性 
図書館機能と 

市民活動支援機能 

飲食スペース、相談 

無記入 無記入 子育て機能 物販 

無記入 女性 子育て機能 読み聞かせ 
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質問 5：機能と機能が交じり合って生み出される活動やさらに便利になるサービスがあれば 

教えてください  

 263名分の回答は以下の通りです。 

年代 性別 使いたい機能 融合することで便利になるサービス 

0代 無記入 図書館機能 なし 

0代 男性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 なし 

0代 女性 図書館機能 なし 

0代 女性 市民活動支援機能 なし 

10代 女性 ビジネス支援機能 
図書館＋ビジネス：職業についての本を読

む、講座を受講する 

10代 女性 図書館機能 妊婦専用のコーナー 

10代 女性 図書館機能 図書館と勉強ができる場所や講座がある 

10代 女性 図書館機能 子どもがいる人が図書館を使いやすくなる 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 イベント 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 
勉強するときにインターネットが使えるとよ

い 

10代 女性 図書館機能 親子で楽しめるスペース 

10代 女性 市民活動支援機能 なし 

10代 女性 生涯学習機能 点字や手話の勉強をしたい 
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10代 女性 図書館機能 勉強の教材等の整備 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 カフェで本を読む 

10代 女性 生涯学習機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 女性 図書館機能 なし 

10代 男性 生涯学習機能 
図書館と生涯学習が融合すれば弁用を続

けられる 

10代 男性 ビジネス支援機能 
子育てサービスがあると、自分自身の学

びができる 

10代 男性 図書館機能 リサイクル本プレゼント 

10代 男性 図書館機能 
Books中田にあるような所蔵検索ができれ

ばよい 

10代 男性 図書館機能 映画 

10代 男性 図書館機能 ついでに他もみられる 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 
図書館と子育て。子どもの本があると子ど

もたちが喜ぶ 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 図書館機能 なし 

10代 男性 子育て機能 高齢者と子どもの交流の場があればよい 

10代 男性 図書館機能 ゲームがうまく（強く）なりたい 

10代 男性 図書館機能 なし 

20代 女性 図書館機能 子どもスペース 

20代 女性 
図書館機能と 

ビジネス支援機能 
相談 

20代 女性 図書館機能 
子どもがいる女性が仕事を続けていくこと

をサポートしてもらいたい 
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20代 女性 子育て機能 カフェ（お子さま向けのメニュー） 

20代 女性 図書館機能 なし 

20代 女性 子育て機能 
子どもを預かってもらい、ビジネス関係の

講座を受けたい 

20代 女性 子育て機能 子どもを預けて勉強したい 

20代 男性 図書館機能 カフェ 

20代 男性 図書館機能 読み聞かせや紙芝居 

20代 男性 図書館機能 イベント開催 

20代 男性 ビジネス支援機能 社会人向け教室 

20代 男性 図書館機能 本で教育 

20代 男性 図書館機能 親子の読み聞かせの会 

20代 男性 図書館機能 
図書館と子育てが連携し絵本コーナーの

充実 

20代 無記入 図書館機能 なし 

30代 女性 図書館機能 
遊具があり絵本もあっていろいろ楽しめる

場所だとよい 

30代 女性 図書館機能 ワークショップ、講演会 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 生涯学習機能 なし 

30代 女性 図書館機能 読書 

30代 女性 図書館機能 本の読み聞かせサービス 

30代 女性 図書館機能 
子育て支援、ママ友の交流、子育てサーク

ル 

30代 女性 子育て機能 図書館と子育て 

30代 女性 ビジネス支援機能 野菜等、地元産食材の販売 

30代 女性 図書館機能 親子活動のできるイベント（工作等） 

30代 女性 
図書館機能と 

子育て機能 
小学生向けの本を楽しむイベント 

30代 女性 図書館機能 サークル活動ができるとよい 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 図書館機能 
プレーループや託児所があれば、子どもを

遊ばせて自分で本を選びに行ける 

30代 女性 図書館機能 読み物が飲めるサービス 

30代 女性 子育て機能 
子育てで教えてもらった本を図書館ですぐ

に借りられる 



24 

 

30代 女性 図書館機能 ATMがあるとよい 

30代 女性 子育て機能 読み聞かせ、おすすめ絵本の紹介 

30代 女性 子育て機能 子育てと図書館 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 図書館機能 

子育てと生涯学習の講座をどちらも受講し

たい、一時預かりがあると子どもを預けて

講座を受けられる 

30代 女性 生涯学習機能 なし 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 子育て機能 子どものイベント 

30代 女性 子育て機能 ビデオ、DVD（映画）鑑賞できるとよい 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 図書館機能 
図書館と子育ての連携で読み聞かせの充

実 

30代 女性 子育て機能 いろいろなコラボ 

30代 女性 子育て機能 なし 

30代 女性 子育て機能 読み聞かせ  

30代 女性 子育て機能 屋内で安心して子どもが遊べる場所 

30代 女性 図書館機能 子どもの一時預かり 

30代 女性 図書館機能 
寝転がって本が読める場所、お茶を飲み

ながら本を読める場所 

30代 女性 図書館機能 演習会の会場 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 子育て機能 絵本に出てくる料理をつくる親子料理教室 

30代 女性 子育て機能 講習会、講演会 

30代 女性 子育て機能 カフェ 

30代 女性 子育て機能 なし 

30代 女性 子育て機能 読み聞かせの講座 

30代 女性 
図書館機能と 

子育て機能 

公民館に来た人が図書館に行く等、複数

の機能を一度に使える 

30代 女性 図書館機能 なし 

30代 女性 子育て機能 絵本の読み聞かせ 

30代 女性 図書館機能 0～3歳までの読み聞かせの充実 

30代 女性 子育て機能 なし 

30代 女性 図書館機能 子どもと CD、DVDが見れるように 
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30代 女性 子育て機能 なし 

30代 女性 図書館機能 自習部屋 

30代 男性 図書館機能 本を使った魚のさばき方教室 

30代 男性 図書館機能 各機能の場所にあった本をそれぞれ設置 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 子育て機能 なし 

30代 男性 子育て機能 なし 

30代 男性 図書館機能 
図書館と子どものメニューがあるカフェ。1

日そこで過ごせるといい 

30代 男性 子育て機能 なし 

30代 男性 図書館機能 子ども向けの勉強スペース 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 子育て機能 なし 

30代 男性 図書館機能 読み聞かせの充実 

30代 男性 図書館機能 
子育て支援。子どもを連れて利用しやすい

ように 

30代 男性 生涯学習機能 

施設の内外でどんな活動を、どんな人たち

が実施しているか、受動的によくわかる仕

組みづくりがあったらよい。それが参加す

るきっかけになる 

30代 男性 子育て機能 
子育てとビジネスの融合。母親も働けるよ

うに 

30代 男性 子育て機能 子ども向け絵本 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 図書館機能 カフェ、映画の上映会 

30代 男性 ビジネス支援機能 なし 

30代 男性 図書館機能 仕事探し 

30代 男性 無記入 
子どもが図書館にいる間、父はビジネスを

調べる 

30代 男性 図書館機能 なし 

30代 男性 図書館機能 図書館と子育て機能  

30代 男性 子育て機能 子どもと高齢者が交流できる場が欲しい 

30代 男性 図書館機能 なし 
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30代 男性 図書館機能 

本が好きにな子どもになるように本の紹介

や読み聞かせをして欲しい。子供を遊ばせ

て、その間に親が本を探しに行けるように

する 

30代 男性 ビジネス支援機能 IT、パブ、ミニスペース 

30代 男性 子育て機能 子どもが思いっきり動ける場所 

30代 男性 子育て機能 
一ケ所に揃っていると便利（いろいろなとこ

ろに行かなくてもわかりやすい） 

30代 男性 図書館機能 図書館×生涯学習（DIY等） 

30代 男性 図書館機能 図書館×生涯学習（DIY等） 

30代 男性 子育て機能 なし 

40代 女性 ビジネス支援機能 

子育てしながら個人事業主になりたい人を

サポート。スポットで子どもを預けられる場

所 

40代 女性 図書館機能 カフェ 

40代 女性 子育て機能 図書館と子育て 

40代 女性 図書館機能 なし 

40代 女性 図書館機能 なし 

40代 女性 図書館機能 図書とカフェ 

40代 女性 生涯学習機能 なし 

40代 女性 図書館機能 図書館と喫茶サービス 

40代 女性 子育て機能 なし 

40代 女性 図書館機能 
コーヒーが飲めるといい。大人だけで利用

したい 

40代 女性 図書館機能 子どもたちが遊べる広場 

40代 女性 
図書館機能と 

生涯学習機能 
なし 

40代 女性 図書館機能 軽食コーナー 

40代 女性 図書館機能 図書館と子育て機能が交じり合うイベント 

40代 女性 図書館機能 なし 

40代 女性 図書館機能 生涯学習とビジネス 

40代 女性 生涯学習機能 
図書館と生涯学習で日常に役立つことが

学べるとよい 

40代 女性 図書館機能 
図書館に来た人がほかにも行く。一ケ所で

全部回れる 
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40代 女性 生涯学習機能 いろいろなリンク 

40代 女性 
図書館機能と子育

て機能 
なし 

40代 女性 図書館機能 なし 

40代 女性 図書館機能 
子どもを預けたり、プレイルームで遊ばさ

れている間に本を借りにいきたい 

40代 女性 子育て機能 
いろいろな年齢の人同士が交流できる。掛

け持ちで利用できる 

40代 女性 図書館機能 図書館×自習スペース×飲食（軽食） 

40代 女性 図書館機能 各公民館での本の貸出（予約） 

40代 女性 生涯学習機能 なし 

40代 女性 図書館機能 公民館活動の場 

40代 女性 図書館機能 図書館と生涯学習機能があるとよい 

40代 女性 図書館機能 図書館×カフェ 

40代 女性 図書館機能 自習室 

40代 女性 生涯学習機能 運動しながら本が読めるとよい 

40代 女性 ビジネス支援機能 飲食スペース 

40代 女性 図書館機能 
子育てと生涯学習。子どもを預けている間

に習い事をしたい。 

40代 女性 図書館機能 なし 

40代 女性 生涯学習機能 
友だちとお茶できるカフェ。駐車場を多くし

てほしい 

40代 女性 図書館機能 友だちと話せる場所・カフェ 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 子育て機能 なし 

40代 男性 子育て機能 図書館と託児機能 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 生涯学習機能 
黒部の今をライブ配信、Wi-Fi、離れている

県と交流や情報交換ができるサポート 

40代 男性 図書館機能 保育園 

40代 男性 図書館機能 地域の飲食店との共生 

40代 男性 市民活動支援機能 
高校生が使える場所、一つの場所・時間

帯でいろいろ楽しめる 

40代 男性 ビジネス支援機能 多目的なサービス 
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40代 男性 ビジネス支援機能 
図書館と子育てが融合し、読み聞かせが

あるとよい 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 子育て機能 なし 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 生涯学習機能 

高齢者と子供の交流の場があればよい。

医療関係の仕事をしているので、がん患

者の医療相談のような場があればよい 

40代 男性 生涯学習機能 
生涯学習とビジネス。年配の方の生活支

援、何でも屋、ビジョンが見える） 

40代 男性 図書館機能 
生涯学習とビジネス支援として、パソコン

教室 

40代 男性 図書館機能 本を読めて飲食できるスペース 

40代 男性 市民活動支援機能 
図書館と子育て支援センターを一体化さ

せるとよい 

40代 男性 図書館機能 なし 

40代 男性 ビジネス支援機能 なし 

50代 女性 図書館機能 交流スペース 

50代 女性 図書館機能 飲み物を飲みながら本が読めるとよい 

50代 女性 図書館機能 休憩どころ 

50代 女性 生涯学習機能 
図書館と子育てが融合すると、親子で楽し

める活動に参加できる 

50代 女性 図書館機能 図書館の本を使った公民館の講座 

50代 女性 
生涯学習機能と市

民活動支援機能 

交流がうまれる、サークルが生まれる（い

ろいろな保育所にいっているお母さんがあ

つまる） 

50代 女性 生涯学習機能 防音（歌ったり踊ったり） 

50代 女性 生涯学習機能 なし 

50代 女性 図書館機能 
お茶が気軽に飲める（本当はスタバがい

いけど、黒部だと無理かも） 

50代 女性 図書館機能 なし 

50代 女性 図書館機能 いろんな年代の人が交流できる 

50代 女性 生涯学習機能 
年 1回くらい活動の成果を発表できる場が

あればよい 

50代 女性 図書館機能 小さな子どもがのびのび育つ場所、母親
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が安心できる場所 

50代 女性 図書館機能 なし 

50代 男性 図書館機能 なし 

50代 男性 
図書館機能と 

生涯学習機能 
なし 

50代 男性 図書館機能 なし 

50代 男性 図書館機能 図書館と生涯学習 

50代 男性 生涯学習機能 なし 

50代 男性 図書館機能 なし 

50代 男性 生涯学習機能 なし 

60代 女性 図書館機能 本も読める飲食スペース 

60代 女性 ビジネス支援機能 ダンスの習い事 

60代 女性 図書館機能 
読み聞かせと、遊びたい子どもはプレイル

ームへ 

60代 女性 図書館機能 図書館の本を外に届ける機能・サービス 

60代 女性 図書館機能 喫茶でのんびりしたい 

60代 女性 生涯学習機能 図書館と子育てが読み聞かせで連携 

60代 女性 図書館機能 パソコン検索 

60代 女性 図書館機能 なし 

60代 女性 子育て機能 読み聞かせ、パーキングスペース 

60代 女性 図書館機能 なし 

60代 女性 子育て機能 子育て、子どもの病気についての講座 

60代 女性 子育て機能 生涯学習と図書館 

60代 男性 図書館機能 小さな子どものための読み聞かせ 

60代 男性 図書館機能 
知りたい情報なり知識をより知りたいの

で、専門家がいればよい 

60代 男性 図書館機能 コーヒーを飲みながらくつろげる 

60代 男性 図書館機能 イートイン 

60代 男性 生涯学習機能 
障害が羽州と図書館、本、文化施設の機

能が集合しているとよい 

60代 男性 生涯学習機能 飲食スペース 

60代 男性 図書館機能 

図書館を静かに使いたい。なんとなく来た

人、ワイワイしたい人が使えるスペースを

充実しておけば、図書館を使いたい人とゾ

ーニングができると思う。子どもコーナーは
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一般と少し話して欲しい 

60代 男性 生涯学習機能 なし 

60代 男性 生涯学習機能 生涯学習×趣味を深める 

70代以上 女性 市民活動支援機能 なし 

70代以上 女性 生涯学習機能 
他の機能を使う人も図書館へ行くようにな

る 

70代以上 女性 市民活動支援機能 

静かなスペース（図書館）とにぎやかなス

ペース（市民交流）が問題なく同居できたら

ありがたい 

70代以上 女性 生涯学習機能 なし 

70代以上 女性 図書館機能 新刊を入れて欲しい 

70代以上 女性 図書館機能 図書館と生涯学習の講座（高齢者向け） 

70代以上 女性 市民活動支援機能 なし 

70代以上 女性 図書館機能 なし 

70代以上 女性 図書館機能 絵の展示 

70代以上 男性 図書館機能 広いスペース 

70代以上 男性 図書館機能 
高齢者にも配慮したサービス、カフェ、学

習室も充実（特に高校生） 

70代以上 男性 生涯学習機能 なし 

70代以上 男性 
図書館機能と 

市民活動支援機能 
なし 

無記入 無記入 子育て機能 なし 

無記入 女性 子育て機能 
子どもが読み聞かせを聞いている間に、

生涯が宇種センターで勉強したい 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画ニーズ調査質問票 
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2018年 8月 3日（金）、4日（土） 

1. （仮称）くろべ市民交流センターが整備されることをご存知ですか。 

 知っている 

 知らない 

2. 関心がある機能を 1つ教えてください。 

 図書館機能 

 子育て機能 

 生涯学習機能 

 市民活動支援機能 

 ビジネス支援機能 

3. 使いたい機能を 1つ教えてください。また、使いたい時間や曜日を教えてください。 

 図書館機能 

 子育て機能 

 生涯学習機能 

 市民活動支援機能 

 ビジネス支援機能 

使いたい時間： 

使いたい曜日： □月□火□水□木□金□土□日（その理：                     ） 

4. 使いたい機能を使う上で、実施してもらいたい活動やサービスがあればお知らせください。 

 

5. 機能と機能が交じり合って生み出される活動やさらに便利になるサービスがあれば教えてくだ

さい。 

 

6. 回答者 

年 代： □0～9歳 □10～19歳 □20～29歳 □30～39歳 □40～49歳 □50～59歳  

□60～69歳 □70～79歳 □80～89歳 □90～99歳 □100歳以上 

性 別： □男性 □女性 

住まい：□黒部市内在住 □黒部市外在住 

（仮称）くろべ市民交流センター 



32 

 

 

 


