
平成25年11月28日

◎登録者数 ＝ 901件
◎実施期間 ＝ 平成25年11月20日～26日
◎回答者数（回答率） ＝
◇内訳

問 質問 回答数 ※
割合 グラフ（数字は回答の番号）

1 読みやすい 32 43.8%

2 どちらかというと読みやすい 33 45.2%

3 どちらともいえない 7 9.6%

4 どちらかというと読みにくい 1 1.4%

5 読みにくい 0 0.0%

※割合は表示単位未満で端数処理しています。

◎アンケート結果（問1は単一選択式としました。）

広報いこまは読みやす
いですか。

広報いこま11月15日
号で良かった点があれ
ばご記入ください。

2
特集「今、図書館がア
ツイ」への感想をご記
入ください。

3

合併号の発行の3日後を目安に、広報紙の感想を伺うアンケートを実施しています。

ぜひ、広報いこまを読んで、率直なご意見をお聞かせください。

5

みんなに伝えたくなるような
出来事やニュース、活躍して
いる人の話、広報いこまで知
りたい情報、その他広報いこ
まへのご意見があればご記入
ください。

アンケート集計結果

今回のテーマは「広報いこま11月15日号」でした。

73人（アンケート開始メール到達件数からの割合12％）

皆さんからのご意見・ご提案をより良い紙面づくりに活かすため、広報いこま15日号と

選択肢

みなさん、どうもありがとうございました。お答えいただきましたアンケートは今後の参考にさせていただ
きます。引き続きアンケートへのご協力をお願いいたします。

4

広報いこま11月15日
号で良くなかった点が
あればご記入くださ
い。

55件の記入がありました。別紙に掲載させていただきます。

1

35件の記入がありました。別紙に掲載させていただきます。

12件の記入がありました。別紙に掲載させていただきます。

29件の記入がありました。別紙に掲載させていただきます。

男性

33

女性

40

性別

（人）

10歳代, 

2 20歳代, 

3

30歳代, 

26

40歳代, 

18

50歳代, 

9

60歳代, 

12

70歳代,

4

年代

（人）

1

2

3
4



年代 性別 特集「今、図書館がアツイ」への感想をご記入ください。

10歳代 女性 もう少し、図書館を利用して、たくさん本を読まないといけないと思いました。

10歳代 男性 図書館の魅力が十分に伝わる内容だったと思う。

20歳代 女性
わたしも図書館好きなので、とっても楽しく読めました。座談会みたいなのが、おもしろ
かったです。

20歳代 女性
図書館はいつも利用している施設なので、この特集はうれしかったです。
いろいろな本が取り上げられていたので、今度図書館に行った時に探してみようと思
います。

20歳代 男性 最近は図書館へ足を運ぶこともなく、この機会に是非行こうと思いました。

30歳代 女性
私もよく図書館を利用しますが、いろんな方のお薦めの本を知り、今まで興味のなかっ
た本も読んでみようと思いました

30歳代 女性
普段からよく利用させていただいております。確かに、「行きたいな～」と思える空間で
す。
堅苦しくなく、とても開放的な雰囲気です。私の中でも、アツイです。

30歳代 女性 図書館はよく利用しているので興味深くよみました

30歳代 女性 図書館はよく利用するのに知らないことが沢山あるのがわかり、とても良かったです。

30歳代 女性 楽しく読めました

30歳代 女性 しばらく利用していなかったのでまた利用したいと思いました

30歳代 女性
もともと図書館は近いし好きなので、月二回ペースで利用させてもらってます。この楽し
みを沢山の人が知ってくれたらいいと思うので、良い記事でした。

30歳代 女性

歴代ベストセラーや本の対談等、あらためて読んでみたい本がありおもしろかったで
す。
図書館は、夫と子供と一緒に家族で利用していますが、最近はビブリオバトルや婚活
等、新しい取り組みがされていて興味深いですね。来春新しくオープンする本館も楽し
みです！

30歳代 女性
今まで知らなかったサービスを知れて、興味を持った。もっと図書館を利用したいと
思った

30歳代 女性 また行きたくなりました。

30歳代 女性
静かに本を読むイメージから、最近の図書館はビブリオバトルなど、確かにアツイんで
すね。積極的な図書館な取り組みに好感が持てました。

30歳代 女性
本が好きなので年代別のヒット本で自分がどれだけ読んだか懐かしかったので楽しん
で読めた。

30歳代 女性 図書館のいろんな利用方法が載っていて面白かった
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年代 性別 特集「今、図書館がアツイ」への感想をご記入ください。

30歳代 女性

普段からよく図書館に行くので、親しみを持って読めました。ビブリオ倶楽部の人達は
もっと難しい特定の作家の小説ばかり読んでいると勝手に思い込んでいたので、紹介
されていた本が絵本だったりそれぞれの作家の短編集だったりして、（変な言い方です
が）見直しました。絶対借りたいと思います。欲を言えば、もう少し本の内容だけでなく
図書館内の写真や、各分館の様子なども載せてもらえるともっと良かったかもしれませ
ん。

30歳代 女性
良かったです。
何度か利用したことがありますが、また行きたいと思いました。

30歳代 男性 図書館はよく利用させてもらってるので興味深かったです。

30歳代 男性
税金を投入する図書館は必要ないです。田舎の人は本を読みません。学校にあれば
足ります。

30歳代 男性 図書館には2週間に1回は通っているので興味深く読みました。

30歳代 男性 いつも図書館利用しているので次に本を探すのに参考になりました。

40歳代 女性 最近、あまり図書館に行ってないので、久しぶりに行ってみたいと思いました。

40歳代 女性
生駒市の図書館司書の皆さんは、本当に熱意のある優秀な方たちです！これからも
生駒の魅力のひとつとして図書館がますます存在感を増していってほしいと願ってい
ます。

40歳代 女性 よく図書館を利用するので興味深い特集でした。

40歳代 女性
本を持って紹介してくださっている人々のポーズがとても楽しい！どう言って写真を
撮ったのかな～と思いました

40歳代 女性 本離れといわれているのに、驚きだった。

40歳代 女性

過去に数回利用したので、存在、利便性、環境…全て整っている事、周知していま
す。学生時代は試験やレポートの作成等の必要に迫られつつもよく利用していたの
に。やはり通り沿いにふらっと立ち寄れる本屋と違い、建物が孤立しているせいか｢わ
ざわざ｣行くという感覚でなかなか足が向かないのが現状でした。
だから来年度駅前に開設されるを知って、待ち遠しくなりました。

40歳代 女性 紹介図書を借りてみようと思いました。

40歳代 女性
図書館が好きです。
熱意を持った司書の方がいるのは 今後が楽しみです。
図書館でCDやDVDの貸し出しも取り入れてほしいです。

40歳代 男性 参考になりました

40歳代 男性 図書離れする中、とても興味が持たれた

40歳代 男性 流行した本と年代の比較は良かったですね。図書館に行きたくなります。
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年代 性別 特集「今、図書館がアツイ」への感想をご記入ください。

40歳代 男性 いろんな本を扱ってるんですね…私自身本を読まなくなったなっと痛感してます。

40歳代 男性
過去のベストセラーが並んだこと、知人が登場したこと、
興味深く読めた。

50歳代 女性
図書館が好きです。
本を返すのが、公民館とかコンビニでできたらいいな。
れ生駒駅前の図書室開館が楽しみ。

50歳代 女性 図書館での催しはいつき興味をそそられます。

50歳代 女性 本が好きな人にとってはとても新鮮な企画で興味深い

50歳代 男性
特集として記事があり非常に良かったと思います。
非常にたくさんの知識が詰まった図書館、是非市民が有効利用し、発展すればよいと
感じます。

50歳代 男性
細かい説明も　比較的わかりやすく
読めた。

50歳代 男性 面白かった

50歳代 男性 図書館の新しい使い方が分かって良かったです

50歳代 男性
若い頃“立ち読み”・“斜め読み”・“Ｘ読み”等が得意技でした。新しい時代の到来！と
思い楽しく拝読できました。

60歳代 女性 図書館がアツイ～関心が有ります！

60歳代 女性
表紙も良かったし、図書館で本を借りて読もうという気になりました。広報も身近に感じ
ます。

60歳代 女性 良い傾向かと。

60歳代 女性
図書館では、色々な、サービスがあることがわかりました。私もよく利用していますが、
図書館でお仕事したいです。

60歳代 男性 生駒ビブリオ倶楽部の活動は面白く拝見させて頂きました。

60歳代 男性
図書館の役割として
コミニュケーションの繋がりを感じた

60歳代 男性
図書館の利用には関心があったが、今までなかなか利用できないでいた。そんな中、
図書館のことが身近に思える面白い企画だと感じた。

70歳代 男性
その年代ごとの代表的な本で図書館の歴史を紹介しており親しみを感じる。
また紙面のレイアウトもよく読みやすい。

70歳代 男性
毎月２～３回は利用しています。
記事については特段の興味ありません。
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年代 性別 特集「今、図書館がアツイ」への感想をご記入ください。

70歳代 男性
過去の読書を思い出させてくれました。ベストセラーとして紹介されている本のうち半
数以上読みました。来年４月にできる新しい図書館が楽しみです。
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年代 性別 広報いこま11月15日号で良かった点があればご記入ください。

10歳代 女性
2ページのレジ袋の無料配布中止について、レジ袋が年間使用枚数305億枚ということ
に驚きました!あと、レジ袋を持っている成人式運営委員の男の方は、私と同じ中学出
身の方だったので、これもまた、驚いてしまいました!!

20歳代 女性

図書館好きなので、特集楽しめました。図書館利用率の高さにおどろきました。本館２０
時まで開いてくれてて、いつも感謝しています。仕事帰りに重い本5冊持って返却する
のが大変なので、生駒駅前の図書館が早く再開して、読み終わるたびに1冊ずつ返却
できるようになれば、便利です。

20歳代 女性
レジ袋無料配布が終了することを知らなかったので、広報を通じて知ることが出来て助
かりました。やっぱりエコバックを常に持ち歩く必要がありますね。

20歳代 男性
9月に行われた、リニア新幹線の新駅の情報において、参加出来なかった為とても分か
りやすくいい情報になりました。

30歳代 女性 「今、図書館がアツイ」

30歳代 女性 「今図書館がアツイ」のコーナーがよかったです。本を読みたくなりました

30歳代 女性
みどりのカーテン コンテストがあったことを知れた。汲み取り予定表も 忘れずチェックで
きた。

30歳代 女性 本が好きで図書館もよく利用しているので、今回の特集はすごくおもしろかった。

30歳代 女性 リニア新幹線に興味があるので記事が載っていたこと

30歳代 女性 クリスマスに向け、いべんとがたくさんあって、みているだけで楽しかったです。

30歳代 女性
図書館特集。それと、高山竹林園のページ。どんな様子のイベントをやっているのか知
りたかったので、良かった。

30歳代 女性
ぶらぶら風まかせのご夫婦。見ていてほのぼのとしたし、私もこういう夫婦になりたいなと
思いました。そもそも撮影所の話だったのだと思いますが、この夫婦の特集にしても良
かったのでは？と思う程でした。

30歳代 女性 図書館情報。

30歳代 男性 全体的に読みやすかったです。

40歳代 女性 全体的に良かったです。

40歳代 女性 本の紹介。広報が届いたその日に、紹介されていた本を図書館で借りました。

40歳代 女性 特集を見て図書館にあらためて注目したので良かったと思う。
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年代 性別 広報いこま11月15日号で良かった点があればご記入ください。

40歳代 女性

26ページ記載の｢竹あかりの夕べ｣白黒フォトでもその幻想さが伝わってきました。元々
車以外だとアクセスが面倒な場所、イベント時に車で行くのは迷惑と思い込み、行かな
かったのですが、関係者の方に聞けば車利用できたとの事。次回は是非参加したいと
思います。

40歳代 女性 図書館特集があったこと

40歳代 男性 スーパーのレジ袋有料化情報

40歳代 男性 市の予算に関する件

40歳代 男性 詐欺などの事件への対応はいつもためになります

40歳代 男性 リニアですが…私自身その時85歳生きてるかなっと。

50歳代 女性
不思議発見は、いつも興味深いが今回は特に面白い。
ぜひカラーで。

50歳代 女性 読みやすいです

50歳代 男性 娘が図書館司書なので「今、図書館がアツイ」がよかった。

50歳代 男性 いつも思うのですが、“写真がとても素晴らしい”です。

60歳代 女性 同上～図書館がアツイ～関心が有ります！

60歳代 女性 ここ、いいね！よかったです。

60歳代 男性 「生駒ぶらぶら風まかせ」の内容で生駒に撮影所があったことを知ったこと。

60歳代 男性
「生駒ぶらぶら風まかせ」
地域の語り部を記録することを「図書館事業」として推進していただきたい。

60歳代 男性
毎回巻頭に用いられる色々な企画が面白い。今回の図書館の企画のように、生駒市の
色々な施設の紹介が今後もあればと思う。今号は各記事も読みやすかった。

70歳代 男性 表紙の写真がよい。

70歳代 男性 生駒に居住して１８年余の私には、「生駒ぶらぶら風まかせ」が大変興味を惹きました。

70歳代 男性
生駒ぶらぶら風まかせ「そこに撮影所があった」
月形龍之介なんて懐かしい名前ですね。古い映画を見たこともあります。
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年代 性別 広報いこま11月15日号で良くなかった点があればご記入ください。

20歳代 女性 やはりピンク主体のデザインは目に優しくないと思います。

30歳代 女性
図書館の特集についてですが、子供の本のことももっと取り上げてもらえればよ
かったかな。

30歳代 女性

リニア誘致の内容がわかりにくかったです。もう少しわかりやすいといいのです
が・・・。なんとなく経済的発展ばかりがメリットになっていて、肝心の市民に
とってのメリットが書かれていなかった気がします。そもそも市民が本当に心か
ら望んでいるのかがよくわかりません。

30歳代 男性 図書館がアツい

40歳代 女性
イベント案内を開催日順に記載できないかと思います。分野別にされてるので無
理かも知れませんが…開催の早いものは申込み期日も早いので。

40歳代 男性
紙面内容は良いのですがなんとなく色あいがもっと楽しくなるような色あいの方
がいいような気がします

50歳代 女性 内容が豊富過ぎる。

50歳代 男性
他の市町村誌と比べても、決して見劣りなどしていないです。（トップレベ
ル？）

60歳代 男性 まちのアルバム　は不要

60歳代 男性
難を言えばどことなく官庁っぽい文体。仕方ないかもしれないけれど、もう少し
やわらかくてもどうなのかなぁと、いう印象。
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年代 性別 みんなに伝えたくなるような出来事やニュース、活躍している人の話

10歳代 女性
この、たけモニアンケートのページで、たけモニアンケート「広報いこま2013年
11年15日号」のところで、「11年」じゃなくて、「11月」ではないでしょうか?

20歳代 女性
先日ケガをして、自宅の近くに病院が少ないこと、改めて不便に感じました。仕
事の前や仕事帰りに立ち寄れる病院がなくて・・・。結局勤め先近くの、生駒市
外の病院に通うことになりました。。

20歳代 女性 生駒駅前の再開発について取り上げてほしいです。

20歳代 男性
生駒に住んでいる以上もっと、道路の予定や建設予定なだが分かればいいと実感
しました。

30歳代 女性
レジ袋の有料化は反対。浮いたお金が市政に役立つというのも疑問。日本初の市
での有料化というのは市長のイメージアップ作戦だろう。 低！

30歳代 女性
年度始めに配布される広報つづりの幅をもう少し厚く作ってほしいです。１年分
綴れません

30歳代 女性

ゾーン３０が ついに発動し、小学生の子ども達の間で 道路標識や地面に書かれ
た表示を探すのが密かなブームに！うちの子も ゾーン３０探検隊の一つに入っ
ているらしい(笑)。地域の ニュースとはいいがたいですが、良い反響を呼んで
いるとお伝えします。

30歳代 女性 習い事の情報をもっと知りたい。

30歳代 女性 小学校、中学校、高校の話題が知りたい。

30歳代 女性
いまこいバルに参加しました。市外の友人を誘って行ったのですが、楽しかった
と言っていたので続けてほしいです。

30歳代 女性 育児情報について知りたい。

30歳代 女性

先日、アンケート結果のページで公園のトイレ掃除をしたり道路を掃除している
市民の方々がいらっしゃる事を知りました。掃除する方々が偉いのは当然です
が、それをこうしてアンケートに報告して下さる市民の方も素晴らしいと思いま
した。一度このように陰で活躍する人達をアンケートで募集し、取材・特集して
ほしいです。

30歳代 女性
北出口駅前のマンションの情報が知りたい。
噂ではスーパーが入る、スタバが入るなど飛び交っているので。

30歳代 男性 図書館で借りれる本５冊、予約できる本５冊は少ない。

40歳代 女性 徳州会病院のニュースが気になります。
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年代 性別 みんなに伝えたくなるような出来事やニュース、活躍している人の話

40歳代 女性
今、生駒で取り組んでいるようなことを紹介してほしい。たとえば、ソーシャル
ビジネスの講座やゾーン３０の地域など・・・

40歳代 女性
近年人口増加に伴い、充実した住居・施設の建設が大変増加していますが、一方
で家庭菜園に始まり、大変美味しい有機野菜の栽培や販売などが行われ、まだま
だ空気がキレイで、自然に恵まれた生駒であることをもっと知ってみたいです。

40歳代 女性 ﾌﾘﾏ情報などが知りたいです。

40歳代 男性
毎年年明けに俵口小学校で大とんどをします。地域の方々や学校関係者の方々の
協力でかなり立派なイベントになってますので是非取材してみてください

50歳代 女性 その後の地域ねこの様子を知りたい

50歳代 女性
各自治会の長の方の顔写真をだすとか 学校長の顔写真をだすなど いかがです
か？

50歳代 女性 障がい者情報もほしい

50歳代 男性
月1回か、インターネットにすべきとか、近所の方々の意見が多いです。　人件
費、印刷費（業者への支払い）、自治会に体力等　削減の時代です。とにかく月
2回は多い。

50歳代 男性 秘仏開帳の情報

50歳代 男性 もっともっと環境情報を読みたいです。

60歳代 女性
先日生駒市の検診にいってきました。検診の先生やお世話してくださるかたがと
ても親切で感激しました。

60歳代 男性
「 広報いこまは読みやすいですか。」という設問は、たけモニ登録回数を重ね
てくると押し付けがましくなるので区分するか、広報編集への参加促進を勧める
ための設問に切り替えてみたらどうでしょう。

70歳代 男性
たけまるホールの耐震化工事の進行状況、利用可能な施設などの情報を載せてほ
しい。昨日わざわざ現地へ見に行ってやっとわかった。

70歳代 男性

市職員（特に図書館・土日曜日の分館・老人補助給付や期日前投票所の臨時職
員）が多いように思います。
市民窓口（健康保険）に常時２人張り付く必要はないと思います。来客時に執務
席を離れて対応すれば良いのでは？
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