
１　基礎データ

評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値
年間５０ポイント
(正職員１０人）

年間５０ポイント
(正職員９人）

年間５０ポイント
(正職員１０人）

実績値
年間１１４．７ポイント
(正職員８人）

年間８２ポイント
(正職員９人）

評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値 年間Ａ）５件　B）５件以上
年間Ａ）１０件　B）５件以
上

年間Ａ）１０件　B）５件以
上

実績値 年間Ａ）５件　B）５件 年間Ａ）１０件　B）５件

  飯能市立図書館の図書館評価指標および目標値　平成28年度結果・平成29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。

平成２８年度と同様の数値とする。

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。

Ａ)は、平成２８年度同様の10件とする。
Ｂ)は、平成２８年度と同様の目標値で５件とする。

埼玉県図書館協会が主催する研修委員会の委員や日本図書館協議会の
委員を務める職員、積極的に外部の研修に参加する職員もおり、熱心に
レベルアップの向上に努めたことがわかる。また、他県から依頼を受けて
講師を務めたり、職員のレベル向上のため、職員が講師を務め、職員研
修を行った結果、目標値よりも高い数値となった。

Ａ、Ｂともに目標指数を達成した。



評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値
市立図書館　年間1,500件
こども図書館　年間980件
(合計　2,480件）

市立図書館・こども図書館
合計　年間2,600件

市立図書館・こども図書館
合計　年間2,795件

実績値
市立図書館　年間1,576件
こども図書館 年間1,016件
（合計　2,592件）

市立図書館　年間1,708件
こども図書館　年間1,027
件
（合計　2,735件）

評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値 ５．４６冊 ５．５４冊 ５．５４冊

実績値 ５．４９冊 ５．４５冊

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。

『第5次飯能市総合振興計画』の目標値である5.8冊のために算出した平
成29年度の年間目標貸出数は447,859冊とする。人口80,200人と推定する
と5.58冊だが、平成28年度に目標を達成できなかったため、同数とする。

平成２８年度実績値を基準とし約60件増。市立図書館、こども図書館を合
わせた数値目標にする。

３　 レファレンス受付件数

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。

目標値を達成した。

目標値を達成できなかった。
年間貸出数436,602冊÷80,179人（4/1現在）≒5.45冊
平成27年度県内平均5.54冊（「埼玉の公立図書館　平成28年度」による）
を下回っている。



評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値
市立図書館　  3.7
こども図書館　 2.8

市立図書館　  3.6
こども図書館　 3.1

市立図書館　  3.5
こども図書館　 3.1

実績値
市立図書館　 3.3
こども図書館　3.1

市立図書館　  3.1
こども図書館 　3.2

評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値
市立図書館　 8.0%
こども図書館　5.0%

市立図書館　 8.0%
こども図書館　5.0%

市立図書館　 7.4%
こども図書館　5.0%

実績値
市立図書館　 7.1%
こども図書館　6.3%

市立図書館　 7.4%
こども図書館　6.5%

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。

『第5次飯能市総合振興計画』の目標値である5.8冊のために算出した平
成29年度の年間目標貸出数は447,859冊－こども図書館の貸出を見込ん
だ108,500冊＝339,359冊（市立図書館目標貸出数）
市立図書館（貸出延べ冊数　339,300÷開架96,000≒3.5）
こども図書館（貸出延べ冊数　108,500÷開架35,000≒3.1）

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

市立図書館は目標指数が達成できなかった。単価が高い専門書等も購入
したため、購入冊数が昨年度算出根拠とした数字より少なかったため。
（年間受入冊数　7,095冊÷開架96,500≒7.4）
こども図書館は目標指数を達成した。
（年間受入冊数　2,209冊÷開架34,140≒6.5）

市立図書館は貸出数が減少し、目標値に達しなかった。
（貸出延べ冊数302,258÷開架96,500≒3.1）
こども図書館は目標指数を達成した。
（貸出延べ冊数108,504÷34,140≒3.2）

市立図書館は今年度年間受入冊数が120冊増加するとし、
（年間受入冊数　7,200冊÷開架96,500冊≒7.4）
こども図書館は平成２８年度と同じ目標値とする。



評価項目

内容

２８ 年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値
市立図書館　180,000人
こども図書館　37,500人

市立図書館　195,000人
こども図書館　39,000人

市立図書館　197,500人
こども図書館　39,000人

実績値
市立図書館　195,001人
こども図書館　 38,879人

市立図書館　196,569人
こども図書館　 37,804人

評価項目

内容

２８年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値

実績値

２　地域情報の収集と提供

評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値 １５０冊 １７０冊 １７０冊

実績値 ２１５冊 ３７４冊

郷土行政資料はの受け入れ冊数は目標指数を達成した。平成２８年度は
フィンランド大使館寄贈資料を郷土資料として受入したため冊数が多くなっ
ている。

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。

調査結果から来年度以降の目標値等を検討する。

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。

平成２８年度と同じ目標値とする。

東洋大学杉江准教授、
カーリルと協同で調査を
継続

駿河台大学杉江教授、
カーリルと協同で調査を
継続

市立図書館は平成28年度実績値の0.5%増とする。こども図書館は平成２８
年度のと同じ目標値にする。

８　　館内滞在者数

市立図書館は目標を達成したが、こども図書館は来館者数が減少し目標
を達成できなかった。

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。

平成２８年度、駿河台大学
杉江教授、カーリルと協同
で調査予定



評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９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　１，５１９件 見出索引　１，６５２件

３　利用者と共に創る図書館への転換

評価項目

内容

２８年度の評価

２９年度の算出根拠

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標値

市立図書館   50回
           　   1500人
こども図書館  243回
              　 3,700人

市立図書館   50回
           　   1500人
こども図書館  243回
              　 3,800人

市立図書館   50回
           　   1500人
こども図書館  243回
              　 3,800人

実績値

市立図書館   50回
           　   1,453人
こども図書館  243回
              　 3,807人

市立図書館    72回
           　   2,678人
こども図書館  252回
              　3,697人

「文化新聞」の記事見出し索引を引き続き作成し、平成２８年度と同数値と
する。

市立図書館は事業数、参加人数ともに目標を達成した。本のリサイクル
フェアや地域活動推進課共催で男女共同参画セミナー映画会を開催した
こともあり増加している。こども図書館はほぼ計画通り事業を実施すること
ができたが、参加人数は達成できなかった。

市立図書館、こども図書館ともに、今年度の事業計画にある行事に定例
行事を加えた回数
リサイクルフェアの開催方法の見直し等があることやこども図書館の参加
人数が目標値に達していないことから、参加人数は平成２８年度と同数値
とした。

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28年4月～平成29年3月)の飯能に関する記事見出し索
引を作成し、図書館ホームページで公開し、目標値を達成した。一般紙
（朝日、読売、毎日、東京、産経、日経）の能関連新聞記事掲載状況(平成
20年度～平成28年度）を市企画総務部情報戦略課の協力により、ホーム
ページに公開した。

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。


