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アンケート自由記載欄のまとめアンケート自由記載欄のまとめアンケート自由記載欄のまとめアンケート自由記載欄のまとめ    

 

≪建設に肯定的な意見≫≪建設に肯定的な意見≫≪建設に肯定的な意見≫≪建設に肯定的な意見≫    
 

【図書館について】【図書館について】【図書館について】【図書館について】    
    

①建設場所①建設場所①建設場所①建設場所    人数人数人数人数    

図書館は街部（三重）につくるべき 25 

自分の町に図書館を作ってほしい 17 

三重町に集中することがないようにしてしてほしい 10 

児童、生徒、学生や高齢者などが行きやすい場所に建設してほしい（学校の

近く含む） 
9 

周りが静かな環境の所に建設してほしい 3 

今の場所につくり、遠隔地には移動図書館を配備する。 2 

駐車しやすい場所に建設してほしい   

人口が多い、利用しやすい場所地域に建設を検討して下さい   

何かのついでに寄れる場所に造ってほしい   

現図書館の稼働状況や利用者数などを明確にし、人口、商業施設などを含

め、交通の便利な場所を検討してほしい 
  

人が集まり、特に子どもが多く集中している場所が良い   

車に乗れる人ばかりではないので、駅の近くが良い。   

場所は大原が良いです。   

旧三重町中央公民館跡に建設するのが利用者にとって便利。利用者が増え

ると考えます。 
  

326 号線沿いにあると良いと思う。人に案内しやすいし、バスでも車でも行き

やすいと思うから。 
  

  
【資料館について】【資料館について】【資料館について】【資料館について】    

    
①建設場所①建設場所①建設場所①建設場所    人数人数人数人数    

自分の町に資料館を作ってほしい 11 

資料館は街部（三重）につくるべき 10 

三重町に集中することがないようにしてしてほしい 4 

緒方工業高校跡地に建設してはどうか   

公共交通機関で行ける場所に   

自然環境に恵まれたところに建設してほしい。   

せっかくジオパークに認定され、活動を行っている人達もいるので、この際大

分県の目玉となる自然系資料館に力を尽くしてほしい。 
  

学校の近くが良い   
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【併設について】【併設について】【併設について】【併設について】    人数人数人数人数    

図書館と資料館を一緒の場所に建設してほしい（併設含む） 10 

図書館や資料館は別が良い 5 

 

≪サービスに関する意見≫≪サービスに関する意見≫≪サービスに関する意見≫≪サービスに関する意見≫    
 

【図書館について】【図書館について】【図書館について】【図書館について】    
    

・蔵書について・蔵書について・蔵書について・蔵書について    人数人数人数人数    

ジャンルや蔵書の充実 4 

CD や DVD の充実 3 

高齢者向けのレクリエーションや脳トレレクの本の蔵書を希望   

勉強に役立つ本を増やしてほしい   

大型絵本、大型紙芝居、エプロンシアター、ペープサートの本を多く置いてほ

しい 
  

介護福祉分野の専門書をもっと置いてほしい   

中高生が読む小説（角川やメディアワークス等）を多くしてほしい。   

過去の新聞や、市報を置いてほしい。   

パネルシアターがほしい。   

高価で買えない本や写真集を増やしてほしい。   

パソコン関連の本を増やしてほしい。   

  
・建物や外構等について・建物や外構等について・建物や外構等について・建物や外構等について    人数人数人数人数    

商業施設との併設（大手書店やコーヒーショップなど） 5 

高齢者も親しめる施設   

豊後大野市の財政規模や人口など身の丈にあったものを   

従来の発想にとらわれないユニークな独自性のある施設   

建物の材料は地産地消で出来ないか？   

蔵書を増やし、二階建ての図書館を希望する   

豊後大野市のシンボル的存在になるに造ってほしい。   

建物は奇抜なデザインにせず、利用しやすい形にする。   

駅も立て直し、駅舎の２階につくるのがいいと思う。人がたくさん来ると思う

し、利用しやすい。 
  

海外みたいな図書館（カフェがある）にしてほしい   

オシャレで遊び心のある図書館にしてほしい。   

人が集まる様な工夫をお願いしたい   

夜になっても明るい図書館   
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・施設規模や内容について・施設規模や内容について・施設規模や内容について・施設規模や内容について    人数人数人数人数 

学習室（スペース）の充実 5 

図書館の設備（トイレ、子ども用、みんなのトイレ含む）を充実させてほしい 3 

畳やじゅうたんのスペースの充実 3 

個室が欲しい 2 

ＢＧＭを流してほしい   

お勧めの本を紹介するスペースを造ってほしい   

新刊や本屋大賞、話題の本が理想。踏み台や脚立の設置。   

個室と学習スペースを別にしてほしい。   

大型絵本、紙芝居を増やし、市内県内の情報がすぐにわかるような交流の場

を希望 
  

車いすで利用しようとしても、通路が狭いし、棚が高いと手が届かないなど使

いにくい点を改善して頂けるとありがたいです。 
  

本のリクエストコーナーをつくってほしい。   

ヨーロッパの図書館では、レストランの様な空間にたくさん本がありコーヒーな

ど飲みながらくつろぐ場所をみた事がある。マナーも大切ですが、本に親しむ

事を一番に考えた図書館も良いと思います。 

  

映画を鑑賞できるホールがあり、無料で定期的に上映してほしい。   

大人が読書する所と子どもが読書する所を分けて造ってほしいです。   

小さな子供達がうるさくなっても大丈夫なように絵本の部屋を別にしてほし

い。 
  

コミュニティーセンター的な機能が併設されると人が集まり、利用も多くなるの

ではないか。 
  

おいしいコーヒーと本があるとよい。イスとソファーがたくさんあって、おしゃれ

な図書館にしてほしい。 
  

ウォーターサーバーが欲しい。県図書の児童書スペースが良い。   

トイレには簡易ベッドを置いて下さい。   

大分県内の様々な催し物と連携した特設スペースを設けてほしい。（例）県図

書は OPAM でオランダ展をしている期間図書館にもオランダコーナーを設け

ていた。様々な方がそこから色んなものに興味を持てると思います。 

  

せっかくつくり直すのだから、広くて明るくて蔵書集の多い図書館にしてほし

い。中央公民館の機能も合わせて検討してもいいのではないかと思う。 
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調べ物をするスペースは、子供の本やカウンター、通路とは離してほしい（静

かな環境が良い）。現在の中央図書館を中心に「文教ゾーン」として集中させ

る。他地域にもっていくのは不可。県立博物館がいい例で、なぜ宇佐なのか。 

  

勉強できる席を増やしてほしい   

本の貸借は近い将来スマホや Ipad のようなもので代替えされると思います。

よって蔵書よりもインターネットで調べたり、勉強したりする空間を充実した方

が、ランニングコストの上では有益かと思います 

  

中高生が公民館で学習する姿が見られるが、図書館が学習の場所となるの

が良いのではないか？学習スペースだけでも開館時間を長くできれば利用し

やすいと思う。 

  

ゲームなどはできない様にして、勉強ができるスペースを作ってあげてほし

い。 
  

小さな子供さんが走ったり、騒いだりすることがあるので、親子は別室等あれ

ばよいのでは？ 
  

  
・その他サービスについて・その他サービスについて・その他サービスについて・その他サービスについて    人数人数人数人数    

利用時間の延長 5 

コミュニティーバスによる図書館利用 3 

開館日の拡大 2 

（返却について）ドライブスルー方式の導入 2 

返却は駅などに返せるなどできると良い。 2 

移動図書館の充実 2 

図書館の月末金曜日の休館日を変更してほしい。   

駐車場のスペースを確保してほしい   

返却について、郵便局や行政スーパー等でも返却ができたら、お年寄りや遠

方の方は大変助かると思います。週に２回くらい地域を回って回収するなど。 
  

本を借りずに返す時のみ車を横付け出来るスペースがほしい。遠方から来た

人には返却期間の延長があると良い。（地元の支所に返す時に今のままだと

早めに返さないといけなから） 

  

他県の図書館を見学してサービス向上に努め、マンネリ化を打破してほしい。   

 

 

 

 

 

 

・施設規模や内容について・施設規模や内容について・施設規模や内容について・施設規模や内容について 
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・システムについて・システムについて・システムについて・システムについて    人数人数人数人数 

専門の勉強をした、すぐに対応できる司書の配置（レファレンスサービスの充

実） 
3 

子供連れだと本を探すのが難しいので、託児システムがあると良い。   

どこでも利用できるシステム作り。   

職員の勤務時間を変更して利用しやすくするのはどうか   

図書館は県図書とシステムをつなげる事で蔵書を保てるので、書庫は広くなく

て良い。公民館部分とエイトピア、資料館と図書館がかぶることのないように

してほしい。 

  

ネットで本が閲覧できるなど三重以外に居住する市民への配慮も必要ではな

いでしょうか。 
  

本の貸出履歴がわかる方法を導入してほしい。   

本の検索を簡単にしてほしい（紀伊国屋書店のような）   

  
【資料館について】【資料館について】【資料館について】【資料館について】    

    
休憩スペースがほしい 

 
館内に売店が欲しい 

 
資料本と机を設置し、勉強できるスペースがほしい 

    
観光客がたちよりジオ体験できる施設にしてほしい。 

    
市外の人もみたいと思うような施設にしてほしい 

    
市民が興味を持つような気軽に楽しめる場所にしてほしい 

 
学校の授業の中で行きやすい場所に造ってほしい 

 
もっと資料館の宣伝をした方がよい 

 
体験できる事が大事。 

 
調査業務の充実を望みます 

 
市民が利用しやすい、何にでも応用できる施設が良いです。 

 
待ち合わせができるような集いのスペースがほしい。 

 
クラスレクや子供会等で行きやすい環境になると良い。 

 
ワークショップを開催してくれると子供が行きやすいと思う。 

 
解説付き音声等あると良い。 

 
学校行事等に組み込める企画をお願いしたい。 

 
歴史の内容をわかりやすく説明できる職員がいてほしい。 

 
ジオをアピールするなら観光施設として必要。 

 
行ってみたいと思えるような資料館にしてほしい。 

 
わかりやすい展示をしてほしい。 
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文化財資料、史跡、ジオパーク関連（ジオサイト）を豊富にしてほしい。 
 

学習室を増やしてほしい。 
 

触れたり、使ってみるなどの体験ができると良い。 
 

子供達が豊後大野市について楽しく学べるようにしてほしい。 
 

緒方にジオに関するものがたくさんあるので、展示できる博物館的要素もほし

い。  

ただ資料を展示するだけではなく、勉強ができたり、くつろげる場所があったり

等気軽に寄れる場所になってほしい  

歴史民俗資料館、三重町なら真名野長者伝説のパネル展示など観光につな

がる展示コーナーがあって良いと思う。あとジオパークも紹介してほしい。  

何を展示しているかが不明。ジオパーク見学等子供が地域を勉強しているの

で、そのような面で活用できる内容、場所にしてはどうか。  

三重以外の地域にも行ってみようと思えるような施設を造ってほしい。広報も

してほしい。  

地元愛を育むことができる役割のある施設にしてほしい。地元愛があること

で、自然と人が集まる環境になるのではないでしょうか。  

資料館…県外の方、市外の方の興味を持てる体験型施設、研修会等で利用

したくなるような利益のでるものにしてほしい。  

文化史、生活史、自然史、を含めたものにしてほしい 
 

資料館には、恐竜時代の頃の展示などしてはどうか？子供が行きたがるので

は。ゆったりできるスペースや子どもが遊べるスペースもほしい。  

郊外型にするなら、車が利用できない人にも便利なシャトルバスの運行。 
 

子供達が行きたくなるような工夫をしてほしい 
 

大人よりも子供が行きたいと思えるような図書館、資料館にしてほしい。資料

館については何を企画し、展示しているかをもっと宣伝すると良い。  

駐車場は雨に濡れないようにしてほしい。資料館は展示しているものが何か

わかるようにしてもらいたい。  

ジオパーク等地形（山々や河川）の歴史、自然と楽しめる観光拠点の玄関口

になってほしい。  

明治から昭和 40 年代くらいまでの史資料の集積をしてほしい。 
 

ジオパーク関係の本を増やしてほしい。今の資料館は古くて、狭くて、場所が

分かりにくい。  

 

 

【資料館について】【資料館について】【資料館について】【資料館について】 
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≪建設に慎重な意見≫≪建設に慎重な意見≫≪建設に慎重な意見≫≪建設に慎重な意見≫    
 

【図書館について】【図書館について】【図書館について】【図書館について】    人数人数人数人数    

今の場所（三重）で内容を充実させてほしい（今のままでいいを含む） 12 

新しい図書館は必要ない（それよりも他の事業に予算を使うべきなど） 6 

インターネットがあるので図書館は不要である 2 

必要性を感じない   

図書館、資料館の建設よりも、三重以外の地域、集落の交通面を整備するべ

き。 
  

  
【資料館について】【資料館について】【資料館について】【資料館について】    

    
今の場所（緒方）で内容を充実させてほしい（今のままでいいを含む） 6 

作り直す必要はない（利用者が少ない、なんども行かないから） 3 

図書館の中に資料館を設ける程度で良い 2 

資料館は緒方町にとってはすごい財産だと思う。今の場所は趣があってよ

い。 
  

  
【その他否定的な意見】【その他否定的な意見】【その他否定的な意見】【その他否定的な意見】    

    
図書館や資料館の建設の必要性を問わずにこの様なアンケートをするのは

いかがなものか。 
  

建設の必要性を問うべき   

必要性について先に問うべきでは？   

大きな規模のものを造っても、活用度がどれだけあるか考える必要がある   

施設の設置そのもの、時期も考えるべきではないか   

（新しい図書館も必要だが）現存する各町の図書室を充実、整備するべき。   

 

≪その他の意見≫≪その他の意見≫≪その他の意見≫≪その他の意見≫    
 

【図書館について】【図書館について】【図書館について】【図書館について】    人数人数人数人数    

他の町の図書室も整備してほしい（あるいは残してほしい） 7 

緒方町に図書館ができるのではという噂があるが、違いないか 3 

高齢になると中央までいくのは難しいので、各町の公民館図書室との連携も

しっかり考慮してほしい  

分散型の図書館にしてほしい。 
 

へき地、高齢者が利用できる移動図書館はできませんか 
 

子育て中は毎日利用していた。子供達が本離れしないよう応援したい。 
 

利用者が偏っているのなら、必要最小限のスペース、人員でよい 
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図書館等の他の公共施設（支所、公民館）より優先させるべき。子供の未来

を考え、学習意欲を上昇させましょう。  

豊後大野市は広いので、ある程度利用に不便な地域がでてくると思います

が、何か配慮ができるとよい。  

車で行けなくても、本が借りられる方法を考えてほしい 
 

南島原市のような図書館貸出システムは便利でした。 
 

新しい図書館よりも清川の図書室の本を増やしてほしい。 
 

図書館に来る人は決まった人が多いので、もっと利用するように呼びかけると

よい。  

図書館に来れば何でもあるというイメージがあるので、良い事は何でも取り込

んでください。  

利用者がどのくらいいるのか資料をつけてほしい。子供達にとって、本を読む

事は大切な事だが、大きくなるにつれて本を読む時間が減っていく。どういっ

た目的で建設するのか、利用者が増えるような形で検討を十分にしてほし

い。 

 

  
【資料館について】【資料館について】【資料館について】【資料館について】    

 
目新しい物がない。長期間展示していて、見るものが少ない。 

 
朝倉文夫記念館との連携をしたらどうか。 

 
あと、資料館は人員を増やすべきだ。 

 

  
【その他全体】【その他全体】【その他全体】【その他全体】    

 
建設費用を抑えてほしい 

 
人口に対しての数量等最小限にする事 

 
民間への移行はやめてほしい。 

 
緒方にも、学生がゆっくり勉強できて、明るくて冷暖房が効いている設備がほ

しい。三重は市役所で勉強できる。子供達の為に投資してこそ市の未来、町

の未来があるのではないでしょうか。 
 

どう利用していいか分からない 
 

費用を抑え、なお且つ災害時にも役立つ建物にしてほしい。 
 

 

【図書館について】【図書館について】【図書館について】【図書館について】 


