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第２次図書館ビジョンの概要（素案）について

１ 目的と位置付け

（１）目的

平成２１年１２月の図書館ビジョン策定から１０年が経過することを受け、重点

課題（施策）の実現状況、図書館を取り巻く社会状況の変化、町民（利用者）ニー

ズを踏まえた「第２次図書館ビジョン」として見直しを行い、今後の図書館運営の

指針とするものです。

（２）位置づけと実現方法

第２次図書館ビジョンは、当面の間、指定管理者による運営を継続することを前提

として策定するもので、本ビジョンは、次期指定管理者選定（令和２年度）における

仕様書（選定基準）としての位置づけを有することになります。

したがって、施策の具体的な実施時期等については、指定管理者からの提案及び町

の財政状況等を踏まえ、町と指定管理者が連携を図りながら実現を目指すものです。

（３）計画期間（目標年次）

計画期間を１０年間（令和２年度～１１年度）とし、施策（取組）については、概

ね５年以内（優先的）に取り組むものを区分して整理するとともに、中間年度（令和

６年度）に、その実現状況等を踏まえた見直しを行います。

２ スケジュール概要

時 期 内 容

R1.4～7
■現行図書館ビジョンの実現状況等の検証
■利用者等アンケートの実施

R1.7.14 ■ワークショップ開催

R1.7.31 ■図書館協議会 ⇒重点課題及び施策の骨格について意見聴取

第２次図書館ビジョン素案の作成

R1.11.13 ■図書館協議会 ⇒素案の説明と意見聴取

R1.11 中旬 ■町議会（全員協議会）⇒素案（図協議会意見反映後）の説明

R2.1～2 ■案のパブリックコメント

R2. 2 下旬 ■図書館協議会 ⇒最終案（パブコメ反映後）の説明と意見聴取

R2.3 中旬
■定例教育委員会
⇒最終案（図協議会意見反映後）の説明 ⇒ビジョン策定
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３ 構成（現行の図書館ビジョンとの比較）

図書館ビジョン

１．図書館ビジョン策定の背景と目的

２．図書館ビジョンの構成

３．図書館を取り巻く状況と課題

（１）社会的背景の変化

（２）利用者等のニーズ

（３）重点課題

４．図書館の将来像（目指す姿）

５．将来像を実現するための施策

６．施策の展開

【参考資料】

・年度別利用状況（参考資料 1）

・図書館サービス利用者アンケート調査

（参考資料 2-1）

・利用者アンケート調査での意見、要望

（参考資料 2-2）

・図書館協議会での検討項目と主な意見

（参考資料 3）

１ 町民ニーズに対応した利用者サービ

スの改善

２ インターネット、IT を利用した利用者

サービスの展開

３ 魅力ある蔵書構築と情報提供能力の

向上

４ 子どもの読書活動の推進と小中学校

との連携強化

５ 柔軟で弾力性のある運営体制の構築

と施設の整備

■すべての人に読書の喜び、学びの機会を提

供するための機能強化

■住民や地域社会の役に立つ、情報拠点とし

てのサービスの推進

■居心地の良い利用環境づくりと生涯学習の

拠点としての機能強化

■ICT を活用したサービスの高度化

■指定管理者と行政、利用者や地域住民等の

協働による図書館運営

１ 利用しやすさ（利便性）の向上

２ レファレンスサービスの充実と利用促進

３ 利用者ニーズ・地域課題に対応した資料

収集

４ 高齢者・障がい者向けサービスの充実

５ 子供の読書活動の推進と小中学校との連

携

６ 地域に根差し、住民・利用者とともに育

む図書館運営

７ 施設の適切な維持改善と快適な利用環境

づくり
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４．「７．基本理念（目指す図書館像）」について

第１次図書館ビジョンにおける「将来像（目指す姿）」を「基本理念（目指す図書館像）」

として踏襲します。

５．「８．基本方針」について

現状と課題、利用者ニーズ、今後予想される社会変化や図書館に求められる役割等を

踏まえ、将来像の実現のための基本方針を次のとおり設定し、これに基づき図書館運営

を推進します。

使いやすく、先進性を備え、
町民の誇りとなり得る、宮代町立図書館

 町民みんなの図書館であり、時代のニーズ、町民の求めに的確に応えら

れる図書館であること

 宮代町のまちづくりの原動力となる情報を提供し続けることが出来る

「知の拠点」であること

 つねに点検・見直・再構築し、時代の先端にある図書館であること
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６．「９．重点課題と施策」について

基本理念（目指す将来像）と基本方針の実現のため次のとおり重点課題とこれに基づ

く施策を設定します。

※（★）は、優先的（５年間）に取り組む施策

重点課題１ 利用しやすさ（利便性）の向上

■開館時間の見直し（★）

・開館時間（現行 10 時）を利用者ニーズに合わせて見直し

■館外サービスの充実（★）

・返却用ブックポストの増設や公共施設や地域の事業所等と連携した受け取り返却サ

ービス等の導入

■資料検索、リクエスト、貸出サービス等の改善・充実（★）

・インターネット（ホームページ）による利用案内、資料検索、リクエスト、貸出サ

ービス等の改善・充実

■開館（休館）日の見直しの検討

重点課題２ レファレンスサービスの充実と利用促進

■相談窓口（スタッフ）の常設（★）

・身近な興味（学び、調べ）の相談から勉強、調査研究目的の資料相談まで幅広いニ

ーズに対応できる質の高いレファレンスサービスの提供

■利用の促進（★）

・レファレンスサービスの利用案内（利用ガイド）の作成

【重点課題】
１ 利用しやすさ（利便性）の向上
２ レファレンスサービスの充実と利用促進
３ 利用者ニーズ・地域課題に対応した資料収集
４ 高齢者・障がい者向けサービスの充実
５ 子供の読書活動の推進と小中学校との連携
６ 地域に根差し、住民・利用者とともに育む図書館運営
７ 施設の適切な維持改善と快適な利用環境づくり

１ 町民ニーズに対応した利用者サービスの改善
■休館日、開館時間の見直し（★）

・整理休館日の見直し
・休館日、開館時間等の見直し

■利用条件（貸出冊数、貸出期間等）の見直し

１ 町民ニーズに対応した利用者サービスの改善
■レファレンス・サービスの充実（★）

・レファレンス専用窓口の設置
・配架等の改善

２ インターネット、IT を利用した利用者サービスの展開
■インターネットでの貸出予約やレファレンス受付の実施（★）

２ インターネット、IT を利用した利用者サービスの展開
■インターネットでの貸出予約やレファレンス受付の実施（★）

上に関連する現行の図書館ビジョン
の施策（取組）です。
⇒以下同じ
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重点課題３ 利用者ニーズ・地域課題に対応した資料収集

■多様な情報資料の蓄積と提供（★）

・多様化する利用者ニーズへの対応

・郷土に関する資料及び地域課題の解決に資する資料の充実

・他の公共図書館、大学図書館等との連携、相互協力の推進

・書名やジャンルを指定した資料寄贈の募集

■電子（デジタル）資料の充実と利用促進（★）

・電子図書館及びデジタル郷土資料の充実と利用促進

・各種デジタルコンテンツ配信サービスの継続的な提供と活用

重点課題４ 高齢者、障がい者向けサービスの充実

■高齢者向けサービスの充実（★）

・高齢者のニーズに沿った資料収集

・高齢者の生きがいづくりや交流につながる事業の実施

■さまざまな障がいに対応したサービスの充実（★）

・大活字本、点字資料、録音資料の充実

・対面朗読、IT を活用した音声読み上げソフト活用の促進

■来館が困難な障がい者や高齢者向けサービスの実施（★）

・自治会や地域交流サロン等との連携による団体貸出等の実施

・福祉施設等への団体貸出の充実及び専門スタッフやボランティアの派遣（読み聞か

せ等のサービスの実施）

１ 町民ニーズに対応した利用者サービスの改善
■サービス網と利用環境の整備（障がい者等へのサービスの推進）

・福祉施設等への団体貸出の充実
・ホームヘルプサービス利用者を対象としたリクエスト本の宅配サービスの推進
・通常の図書館利用が困難な障がい者等へのサービスの推進
・館外サービスポイントの開設
・新たな事業の展開による利用機会の提供

３ 魅力ある蔵書構築と情報提供能力の向上
■複本収集、収集分担、保存体制を含め総合的、長期的な収集計画と蔵書構築（★）

・資料収集方針等の見直し
・利用状況等の分析による複本購入と雑誌等受入の見直し

■利用状況の的確な把握と図書、視聴覚資料、雑誌等の充実
・図書、視聴覚資料の充実
・団体貸出用図書の充実
・蔵書構築の検討

■調査、研究を目的とした図書館利用に資するレファレンス・ツールの整備、充実
■大学、専門図書館等との相互協力の推進（★）

・大学図書館との連携
・専門図書館等との相互協力の推進
・他の公共施設、公共図書館等との相互協力の推進

２ インターネット、IT を利用した利用者サービスの展開
■デジタル化、データベース化への対応
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重点課題５ 子供の読書活動の推進と小中学校との連携

■ボランティアとの連携による魅力ある行事の継続開催（★）

・ブックスタートをはじめとした各種行事を支えるボランティアの確保（育成）

■乳幼児を連れた保護者向けサービスの推進（読書による子育ての支援）（★）

・乳幼児を連れた保護者が気兼ねなく利用できる環境づくりと保育園及び子育てひろ

ば等との連携（★）

■児童や青少年（ヤングアダルト）の読書活動の促進、図書館利用につながる行事等の

継続開催（★）

・図書館を使った調べる学習コンクール、ビブリオバトル等の継続実施

■小中学校との連携（支援）（★）

・司書巡回による学校図書室の運営支援や団体貸出等の継続

・小中学校等でのデジタル郷土資料の活用促進

重点課題６ 地域に根差し、住民・利用者とともに育む図書館運営

■専門的職員の配置と育成（★）

・専門的な知識を有し、地域や利用者のニーズに沿ったサービスを提供できるスタッ

フの配置と研修機会の確保

■住民や利用者の交流と図書館運営への参画（★）

・サービスや行事を支えるボランティアの育成と支援

・住民や利用者の行事の企画運営への参画

・利用者間の交流を促進するためのしかけづくり

■情報の公開と発信の強化（★）

・ホームページ及び広報紙「図書館だより」「こどもの部屋」の充実

・ツイッター等による情報発信

・図書館の運営状況等に関する情報の公開

４ 子どもの読書活動の推進と小中学校との連携強化
■ボランティアとの協働による魅力ある行事の開催
■ブックスタート事業の充実
■小中学校との連携による児童、生徒への直接的サービスの実施（★）

・小中学校への団体貸出冊数の増
・小中学校連絡会議による司書教諭等との情報交換の推進
・学校訪問による状況確認
・小中学校との資料情報、目録の共有化の推進
・小中学校図書室とのネットワーク構築と運営への支援（選書ボランティア）

・小中学校への司書巡回による読書支援（読書案内、ブックトーク）

２ インターネット、IT を利用した利用者サービスの展開
■ＨＰの充実（★）

３ 魅力ある蔵書構築と情報提供能力の向上
■広報誌「図書館だより」「こどもの部屋」の充実（★）

５ 柔軟で弾力性のある運営体制の構築と施設の整備
■専門的職員の配置、育成のための職員研修の充実（★）
■施設、図書館資料を活用した新たな事業の展開
■市民参加による図書館づくりとボランティア等の図書館運営への参画の推進
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重点課題７ 施設の適切な維持改善と快適な利用環境づくり

■施設、設備の改修（★）

・老朽化した施設、設備の計画的な修繕と更新

・駐車場に関する課題改善

■閲覧、学習スペースの充実

・図書館の内部レイアウトの見直し

■既存施設の活用、改修等による飲食、交流スペースの創造（★）

・テラス等の既存スペースの有効活用

５ 柔軟で弾力性のある運営体制の構築と施設の整備
■施設、設備の改修、駐車場の改善


