
第12回eモニターアンケート｢図書情報館のディスカッションルーム、
編集・録音スタジオについて」

実施期間 平成30年1月5日 ～ 平成30年1月12日
回答数 1018 人
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ディスカッションルームの存在を知っていた 

編集・録音スタジオの存在を知っていた 

どちらも知らなかった 
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問1：ディスカッションルーム、編集・録音 

    スタジオを知っていたか(複数回答) 

単位：人 

9 

5 

373 

ディスカッションルームを使用したことがある 

編集･録音スタジオを使用したことがある 

どちらも使用したことはない 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

問2：ディスカッションルーム、編集・録音 

   スタジオを使用したことがあるか 

    (問1で「どちらも知らなかった」と 

    回答した人以外。複数回答) 

単位：人 



※問2で「使用した」と回答した人以外の回答も含んでいます。
　そのため回答者の総数が問2と一致しません。

「使用しなかった」と回答した人の意見（抜粋）
・使用方法がわからなかったため。説明書なし。ABCの方にも知らないと言われた。
・ディスカッションがメインで、機器を必要としなかったため。
・特に必要がなかったため

※問3で「使用した」と回答した人以外の回答も含んでいます。
　そのため回答者の総数が問3と一致しません。

その他と回答した人の意見（抜粋）
・使っていない

4 
(19.0%) 

5 
(23.8%) 

3 
(14.3%) 

7 
(33.3%) 

2 
(9.5%) 

問4：ディスカッションルームの機器 

    の使い方について(問3で使用 

    したと回答した人) 

理解できた 

概ね理解できた 

あまり理解できなかった 

まったく理解できなかった 

その他 

単位：人(割合％) 

7 
(25.9%) 

20 
(74.1%) 

問3：ディスカッションテーブル、電子黒 

   板等機器を使用したか（問2で使 

   用したことがあると回答した人） 

使用した 

使用しなかった 

単位：人(割合％) 



※問2で「使用した」と回答した人以外の回答も含んでいます。
　そのため回答者の総数が問2と一致しません。

「機器は使用しなかった」と回答した人の意見（抜粋）
・使いたい機材がなかった
・利用する機会がない

※問5で「（各機器を）使用した」と回答した人以外の回答も含んでいます。
　そのため回答者の総数が問5と一致しません。

3 
(13.6%) 

6 
(27.3%) 

5 
(22.7%) 

8 
(36.4%) 

0 
(0.0%) 

問6：編集・録音スタジオの使い方を理解 

    できたか(問5で機器を使用しなかっ 

    たと回答した人以外) 

理解できた 

概ね理解できた 

あまり理解できなかった 

まったく理解できなかった 

その他 

単位：人(割合％） 
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映像編集機器 

音楽編集機器 

インクジェットプリンター(A3判以内) 

写真用プリンター 

大判プリンター(B0判以内) 

3Dプリンター 

その他 

機器は使用しなかった 
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問5：編集・録音スタジオで使用した機器 

   (問2で使用したと回答し た人。 

   複数回答) 

単位：人 



「特に使用したいと思わない」と回答した人の意見（抜粋）
・今のところ必要に感じないため。
・年配者より若い人が積極的に利用できるようＰＲしてください、勿論年寄りでも興味のある
　人は大いに利用してほしい
・場所が遠いので、みんなで部屋を予約等をしないため
・図書館の必要設備とは思えない。
・機器が使えない。
・自分には関わりがない分類になるので。息子や娘が使用できるかも！と思います。
・日頃の集まりなら町内会事務所で事足りるかなと
・使用したいプリンターは自宅や近所の店舗にある。編集もパソコンでできたりする。
・会社も遠い場所ですし、個人的に使う様な活動もしていません。また、どの様に使用するのか
　もよくわかりません。
・ディスカッションなどをする予定はない
・画像編集などの技術不足
・使う為の手続きが面倒そう。
・町内の公民館の部屋が使用可能であり、必要を感じない。また、映像、音楽の編集は自分には
　必要ない。
・活用できる活動を行っていないから
・魅力的なものがない
・交通が不便で、アンフォーレに行く気がしないので。
・情報が少なすぎてわからない。使い方を教えてくれる人がいるのかなど
・ディスカッションルームは「集会所」という名称にかえて、簡単に利用できるようにすべき
・子育てで思うように外出できない。
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ディスカッションルーム(部屋) 

編集・録音スタジオ(部屋) 

ディスカッションテーブル(機器) 
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映像編集機器(機器) 
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インクジェットプリンター(機器) 
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大判プリンター(機器) 

3Dプリンター(機器) 

特に使用したいと思わない 
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問7：今後、部屋や機器を使用したいか 

    (複数回答) 

単位：人 



その他と回答した人の意見（抜粋）
・もっとPRが必要　　　・その用途を考えたうえで作った部屋なのではないですか？
・別の部屋にした方がよい
・駐車場の増設。今の駐車場の使い方を改良。
・小学校高学年～高校生のグループ発表や文化祭、体育祭の音楽作りなどで使えたら良いと思う
・廃止、民間委譲すべき
・広く広告　　　　・幼児保育用品作成
・TRPG,人狼ゲーム、デュエルカード大会
・町内自治区の会合
・上の3つ（の選択肢）に必要な人（特に若い人）は、既に活用している。なので、上の年齢層
　の人とか、主婦層とか、幅広く広報するほうがよいと思う。）
・子供会等の地域の活動での打ち合わせや書類等の準備
・同窓会の自主勉強会　　　　・結婚式の余興の練習
・子供をつれてきたママ達の集いの場として
・個人が自分の趣味に没頭できる場所の提供
・連絡会や活動計画等で活用できるのでは、と思います。
・講座、体験会など無料で利用できる機会があれば
・学習スペースが混みあっている時があるので、予約が寸前までなければ開放していいのでは
・育児講座　　　・ボランティアグループの打ち合わせやリハーサルなど
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ディスカッション 

学習や研究、発表等 

ビジネスにおける商談や打ち合わ

せ 

趣味の活動や報告会 

その他 

分からない 
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問8：ディスカッションルームの有効活用 

    のため考えられる用途(複数回答) 

単位：人 



その他と回答した人の意見（抜粋）
・ボランティア活動
・別用途にしたほうが良い。
・そもそも必要ない。見積りがあますぎる
・一部のヒトの趣味の用途。
・借りたＣＤなどをその場でＭＤやＲＯＭに焼いてラベルもプリントして、ＣＤは返却しコピー
　だけを持ち帰る。
・ボランティアグループへの開放
・自分では使わないが、こうした機器が簡単に使える場所があることは良いこと。
・バンドマンに周知
・ディスカッションの記録
・一度どんな設備が有るか行ってみたいと思います。
・地域のイベントなどの広報資料の作成
・盲目の人のための雑誌や広報、図書の録音
・小中高等学校の宣伝映像作り、教員の教材作り、町内会のイベント用映像や音楽の編集
・教室などでの、歌、演劇、ダンスなどのオーディション用のビデオ撮影、編集
・ボランティア活動で必要な場合
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趣味等個人的な映像(家族の思い出、結婚式

等)の編集 

仕事上の映像の編集 

趣味等個人的な音楽の編集 

仕事上の音楽の編集 

趣味等個人的な印刷物のプリントアウト 

仕事上の印刷 

その他 

分からない 
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問9：編集・録音スタジオの有効活用 

    のため考えられる用途(複数回答) 

単位：人 



その他と回答した人の意見（抜粋）
・実際に利用した人のアンケート　　　　・詳しい説明をホームページに掲載する
・近隣中学校高校等への周知活動　　　　・ネットを介した予約システム
・操作方法を教えてくれる指導者の常駐　　　　・幅広い用途の受け入れ
・時間のフレキシブル性（他の会議室が開いてない時間に使えるなど）
・使いたいときに使え、手続きが厄介でない事　　　　・まずはその存在を広く周知すること
・偏った人だけでなく幅広く利用してもらうため、もっと設備の存在を知ってもらう。
・操作方法がわかる人の常時配置。(司書兼任とか）
・全盲の私は、音楽や録音番組の制作・編集をアナログでこれまでして来ましたが、デジタル
　ミキサーの使用は難しく、目の代わりに誰か付いてくれてると嬉しい。
・予約の仕方の明確化　　　　・別の部屋にした方がよい　　　　
・実際の使用事例の告知（HPなど）　　　　・交通の便の改善。
・ホームページや広報での告知と、ホームページや室内、スタッフによるマニュアルの徹底
・こういったものがあることを市民に何度も広報で知らせる
・意識の向上　使ってみたいと思わせるような。宣伝活動。例の紹介
・すぐに旧式になるので、新機種更新をタイミングよく行なう必要がある。
・使用例の紹介、使用マニュアルを置き、誰でも簡単に使えるようにする。
・部屋の活用体験講座などで、実際に体験出来ると良い
・こういうお部屋があることを宣伝すること。お部屋の機能を使って何かする講座をひらくこと
・簡単なマニュアルと詳しく書いてあるマニュアルの両方を設置する
・まずはこのような場と機材があることを周知する。また、使ってみたら便利だったということ
　もあると思うため、お試しで無料または低価格で使用できるようなキャンペーンを行うなど
・存在をPRしつつ、特定のユーザに偏らない予約方法
・広報誌等で機能の紹介をすると良い。町内会の回覧でもよい。
・使用料を下げる。　　　　・DVDやYouTube等映像による操作説明　　　　・学校の部活動　　
・登録者に対してメール展開　　　　・町内自治区への活用案内
・図書館は初心者にもきちんと対応すべき。週1の指導者ではだめ。常時スタッフが待機してい
　てほしい。そのためのボランティア養成をしてもよいのでは。
・部屋の存在を周知する広報や、部屋を活用できる趣味の幅を広げるための講座
・保育・幼稚園・学校職員への活用啓発を拡充
・使用方法が不明だったりトラブルが発生した時に、すぐに来て解決してもらえるような体勢
・インターネットによる情報発信
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詳しく操作方法を教えてくれる講座の実施 

市販の操作説明書、書籍、マニュアル等 

操作方法を教えてくれる指導者の定期的な

派遣(週に1回程度を想定) 

その他 

特にない、分からない 
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問10：部屋の活用のため必要と思われる 

    もの(複数回答) 

単位：人 
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(3.2%) 
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(12.9%) 
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(41.3%) 
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(5.9%) 
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(7.3%) 
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(29.5%) 

問11：部屋・機器の料金設定について 

高い 

やや高い 

適正 

やや安い 

安い 

分からない 

単位：人(割合％） 



問12：これらの部屋や機器についての意見等ありましたら、自由にご記入ください。(抜粋）

趣味としてボランティアで福祉センターや町内会などのイベントを撮影して編集しDVDにして提
供しているので、一度利用してみたい
こんなに安く利用出来るとは知らなかったです。少々遠いですが、利用したいと思います。現在
利用している集会室の3分の1の値段です。
この部屋の存在すら知りませんでした。どういったことに使えるか、例えも含めて、もっと市民
に知ってもらえるといいと思います。
存在を広く知ってもらう必要があると思う。録音スタジオの使い方は過去には知りたかったし利
用したかった。今必要な人には是非利用してもらうべきである。
需要があるならこの様な場所もあった方がいいと思いますが、私みたいに存在自体知らないかも
しれないので、もう少し宣伝してもいいかもしれません。ですが、特にこれで儲けようとか思っ
ていないなら、使いたい人は自分で調べてたどり着くでしょうから、宣伝しなくてもいい気もし
ます。私自身には無縁の設備ですが、使いたい人が出てきたら、あって良かったとなるんだと思
います。
普段、いろいろな情報にアンテナを張っており、一通りのことは大抵知っているつもりでした
が、この情報については、全く知りませんでした。もっと広く周知させてください。
有料であれば私なら利用しないです。すみません。
大勢の人の利用があれば価値はあると思いますが、無駄なような気がします。市民全体の事を考
えると不公平感があるようなきがします。
必要のある人には、有効な部屋だと思いますが、使用の機会のない人には、よくわからない施設
の様に思います。
何があってどの様に使えるかがわからない(HPに載ってはいますが)部屋を借りないと何があって
どの様に使うのか触れないのでしょうか？すると最初に借りた時間内では機器の扱いがわからず
に作業が出来ないのかも。借りる予定がある人に前もって機器を触らせて欲しい。その時に説明
もして貰えるとなお良いと思います。
使った人の感想や、「こんな風に活用しました」などの情報があると、次に予定ができたときに
使ってみようかなと考えると思います。
映像編集機器の活用説明会を開催して頂きたい。
宝の持ち腐れにならないように公的料金にふさわしい価格にする、操作方法の指導者を常勤、な
ど誰でも手軽に利用できるようにしていただきたいです。
使い方がわからない時に、サポートしてほしいです。
市民が使用するとき、商業上使用のときでは使用料金を変えるほうが良いです。また、何度も使
う人は何回目からは料金を変えるべき。市民のための施設なので、市民が安くて予約等も優先し
てもらえるようにすべきです。
民間事業者にとっては格安に思えます。商工会議所等の会員が積極的に利用されていないので
しょうか？
部屋や機材は素晴らしいのに、使い手のことを考えた運用になっていないのが残念。もっと幅広
い利用者が便利に使える運用や料金設定（印刷物など）をして欲しいです。今のままでは、税金
の無駄遣いとしか思えず、かなり問題です。
編集・録音技術にはもう30年以上携わっています。編集・録音スタジオなどの機器は、技術革新
ですぐに古くなってしまう。3年後には時代遅れになってしまうでしょう。そのときいったいど
うするのか（再び投資して機材を新しくするのか、しょぼい壊れた機材を使い続けるのか）が、
決まっているなら、教えて欲しい。 万が一、決まってないなら、すぐに決めるべきだと思いま
す。
3Dプリンターに興味はあるが部屋の利用料金がかかりさらにプリンターの利用に料金がかかるな
ら利用したいとはおもわない！大きなサイズなどのコピーでも他の所を利用する。
必要な人には便利な機器だと思います。公共施設にできたのも良いと思います。宝の持ち腐れに
ならないよう、使用者の意見も随時聞いて有効活用してください。
いろいろ多目的に使える部屋が出来るのは、素晴らしいと思う。今の時代にあっているとおも
う。
そもそも必要ない。見積りがあますぎる。税金の無駄遣い。ノイジーマイノリティに配慮した結
果？結果、大多数の市民の不利益になっている。
市がやる仕事ではなく、民間の邪魔
3時間利用の料金は適正だと思うが、駐車料金無料は、2時間までだから、その後1時間200円は高
い。それが問題だと思う。
必要ですか？需要があってした事なのでしょうか？それよりアンフォーレの駐車場入り口渋滞時
の対策をしてほしいです。なぜあのような駐車場にしたのでしょうか？利便性を考えて頂きたい
です。
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