
１　基礎データ

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値
年間８０ポイント
(正職員１０人）

年間８０ポイント
(正職員１１人）

年間３０ポイント
(正職員９人）

実績値
年間 92.7ポイント
(正職員１０人）

年間55.1ポイント
(正職員10人）

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値
年間Ａ）１０件
     　B）５件以上

年間Ａ）１０件
     　B）５件以上

年間Ａ）６件
     　B）３件以上

実績値 年間Ａ）６件　B）４件   Ａ）5件　B）5件

２　データベースへのレファレンス事例掲載件数

課題解決型図書館として、図書館サービスの「質」を維持・向上させるため
の指標
A）国立国会図書館の「レファレンス協同データベース」に質問回答事例を
掲載することを目標とする。
（Ｂ）埼玉県立図書館「レファレンス掲示板」に年間５例以上の質問事例を
掲載する。

B）は目標値を達成できたが、A）は達成できなかった。レファレンスの内容
が個人に関わるものや一般化しにくいものなどが多く、掲載できなかった。
引き続き、レファレンスの内容に気を配り、日々の業務の中でデータベー
スに登録するように意識していきたい。

臨時休館やレファレンス中止期間、滞在時間制限を考慮し、前年度目標
値の６割程度として設定する。

飯能市立図書館の図書館評価指標および目標値　令和元年度結果・令和２年度目標値

１　図書館職員の研修受講

図書館関連の研修への職員参加を別表のとおりポイント化し、目標値以
上のポイントになるように努力することで、職員のレベルアップにつながる
ことを目的とする。直営で運営されている図書館では職員のレベルアップ
がサービス向上に直結する。研修の参加だけでなく、外部講師経験や認
定資格保持者、休日を利用した自主的な学習に対してもポイントが認めら
れる。

正規職員が1名減員だったこと、3月以降研修会等が開催されなかったこと
などにより目標値を達成できなかった。研修等の重要性を再認識し、引き
続き、職員のレベルアップに努めたい。

正規職員数が減ったこと、新型コロナウイルス感染症拡大防止により研修
会等開催が見送られていることなどを考慮し目標値を設定した。
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評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値
市立図書館・こども図書館
合計　年間2,795件

市立図書館・こども図書館
合計　年間2,800件

市立図書館・こども図書館
合計　年間1,680件

実績値
年間合計　2,628件
(市立図書館　1,648件
こども図書館　980件)

年間合計　3,132件
(市立図書館　1,989件
こども図書館　1,143件)

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値 ５．５４冊 ５．５４冊 3.32冊

実績値 ５．２４冊 ５．２２冊

目標値を達成できなかった。
年間貸出数414,407冊÷79,343人（4/1現在）≒5.22冊
昨年度の実績値より低かった。3月の貸出数が減ったことも要因である。
引き続き、展示や図書案内を充実するなどの利用者が興味を引く効果的
な方策をさらに講じる必要がある。

臨時休館や滞在時間制限を考慮し、貸出数が前年度目標値の６割程度と
して設定する。

課題解決型図書館として機能しているかを「業務量」の観点から評価する
指標
レファレンスには一般的な質問のほか、所蔵調査・読書相談を含むが単純
な資料リクエストや館内施設・利用案内は含まない。

目標を達成できた。
レファレンスの存在を利用者にさらに周知し、受付件数向上に努める。

臨時休館やレファレンス中止期間、滞在時間制限を考慮し、前年度目標
値の６割程度として設定する。

４　人口一人当たり貸出冊数

図書館全体の利用状況を評価するために最も一般的に用いられる指標
は貸出冊数であるが、人口当たりに換算することで利用の活発な他の自
治体と比較することが可能になる。

３　 レファレンス受付件数
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評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値
市立図書館　  3.5
こども図書館　 3.4

市立図書館　  3.5
こども図書館　 3.5

市立図書館　  2.1
こども図書館　 2.1

実績値
市立図書館　  2.9
こども図書館　 3.5

市立図書館　  2.8
こども図書館　 3.4

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値
市立図書館　 7.4%
こども図書館　6.0%

市立図書館　 4.4%
こども図書館　6.0%

市立図書館　 4.4%
こども図書館　6.0%

実績値
市立図書館　 4.4%
こども図書館　5.5%

市立図書館　5.0%
こども図書館　5.3%

臨時休館や滞在時間制限を考慮し、貸出数が前年度目標値の６割程度と
して設定する。

６　開架蔵書新鮮度

各図書館の開架に置かれている資料が年間どのくらいの割合で入れ替え
られているのかを示す指標。各館年間受入冊数÷開架蔵書冊数で求める
ことができる。
書庫内の資料の除籍等で全体の蔵書数が変動しても数値に影響が少な
いため、数値の信頼性が高い。また、「５ 開架の貸出可能資料の蔵書回
転数」と合わせて比較することで蔵書の新鮮度と回転率との相関を把握で
きるのが利点

市立図書館（年間受入冊数　4,911冊÷開架98,858≒5.0%）は目標値を達
成できたが、こども図書館（年間受入冊数　1,836冊÷開架34,346≒5.3%）
は目標値を達成できなかった。
市立図書館では、開館以来未着手だった各種寄贈本の受入処理をした
め、受入数が急増したことによる。
引き続き目標達成に努力していきたい。

市立図書館、こども図書館とも令和元年度の目標値と同数値とする。

５　開架の貸出可能資料の蔵書回転数

各図書館の開架に置かれている資料が年間どのくらい借りられているか
を表す指標。開架の貸出可能資料の蔵書回転数は、年間貸出延べ冊数
÷開架の資料数で求めるので、貸出目標冊数を設定することで目標値を
出すことができる。

市立図書館は前年度よりも低く、目標値に達しなかった。
（貸出延べ冊数277,039÷開架98,858≒2.8）
こども図書館も前年度より低く、目標値を達成しなかた。
（貸出延べ冊数116,123÷34,346≒3.4）
評価項目4で記したとおり、貸出冊数の増加策を講じる必要がある。
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評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値
市立図書館　196,000人
こども図書館　38,000人

市立図書館　197,500人
こども図書館　39,000人

市立図書館　118,500人
こども図書館　23,400人

実績値
市立図書館　194,236人
こども図書館　38,448人

市立図書館　191,196人
こども図書館　35,180人

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値 　83人 　83人 　33人

実績値
　81.4人
(平日平均69.9人）
（休日平均99.9人)

　79.9人
(平日平均66.9人）
（休日平均100.1人)

２　地域情報の収集と提供

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値 230冊 230冊 230冊

実績値 218冊 762冊

目標を達成した。
開館以来未着手だった郷土行政資料も含めた寄贈本の受入処理をした
め、登録数が大幅に増えた。

令和元年度の目標値と同数値とする。

館内にいつもどのくらいの利用者が滞在しているかという、在館者数の平
均値を示す。滞在型図書館として利用されているかを測定する指標とな
る。

目標を達成できなかった。
3月に学習席、閲覧席の利用を停止したことが、大きな要因である。

臨時休館に加え、滞在時間の制限、学習席の座席数制限を考慮し、前年
度目標値の4割程度として設定する。

９　郷土行政資料受け入れ冊数
郷土行政資料は市販されていないものが多いため、図書館側で一方的に
受入を増やすことは難しい。しかし毎年目標値以上の郷土行政資料を受
け入れることは、地域情報の収集に力を入れている証明になり、長期にわ
たり継続して一定数の資料を受け入れることで貴重な郷土資料コレクショ
ンが構築される。

７　来館者数
利用者の目的に関係なく、来館者の数は図書館が利用されているかどう
かを判断する顕著な指標となる。

市立図書館、こども図書館とも目標値を達成できなかった。3月のサービス
一部休止により来館者数が減少したことが要因である。
今後も、広報の充実や多彩なイベント開催などをさらにすすめ、来館者の
増加を図りたい。

臨時休館や滞在時間制限を考慮し、前年度目標値の６割程度として設定
する。

８　　館内滞在者数
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評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値 見出索引　１，５００件 見出索引　１，５００件 見出索引　１，５００件

実績値 見出索引　１，８１９件 見出索引　１，５４９件

３　利用者と共に創る図書館への転換

評価項目

内容

令和元年度の評価

令和２年度の算出根拠

年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目標値

市立図書館  60回
           　  2,000人
こども図書館  250回
              　 3,600人

市立図書館  70回
           　  3,000人
こども図書館  250回
              　 3,200人

市立図書館  10回
           　  　300人
こども図書館  70回
              　200人

実績値

市立図書館 75 回
           　  3,129人
こども図書館  251回
              　3,243人

市立図書館 54 回
           　  3,056人
こども図書館  234回
              　3,083人

「文化新聞」の記事見出し索引を引き続き作成することとし、令和元年度目
標値と同数値とする。

１１　行事回数および参加者数

図書館行事の充実度は、図書館が積極的にサービスを展開しているか検
証し、同時に図書館が利用されているかどうかを判断する顕著な指標とな
る。行事を開催できる回数には限りがあるので、開催回数だけでなく、参
加人数も合わせて比較することで行事の充実度を測ることが可能になる。
また、市民やボランティアが行事運営に参加することでも行事が充実する
ので、利用者の図書館運営への参加度を測る指標ともなり得る。

市立図書館の参加人数は辛うじて目標を達成したが、他は目標値を達成
できなかった。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月以降の行事がすべて中
止となったことが大きな要因である。

今後の行事開催予定、参加者の安全を確保しての人数制限等を考慮し、
設定した。

１０　飯能関連新聞記事スクラップ数

飯能市に関する情報は図書よりも新聞による情報が豊富であるが、膨大
な情報の中から飯能に関する情報を探し出すのは時間が経過するほど困
難になる。図書館では飯能に関する新聞記事のスクラップを行って情報提
供の便宜を図っている。スクラップ件数は比較するよりも、蓄積することに
意義があり、見出し記事の索引化などで情報検索の効率化を図る。

「文化新聞」(平成31年4月～令和2年3月)の飯能に関する記事見出し索引
を1,298件作成した。また、市企画総務部情報戦略課が作成した一般紙
（朝日、読売、毎日、東京、産経、日経）の飯能関連新聞記事掲載状況251
件を利用した。
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