
    

豊川市豊川市豊川市豊川市図書館図書館図書館図書館基本基本基本基本計画（案）の意見募集結果と市の考え方計画（案）の意見募集結果と市の考え方計画（案）の意見募集結果と市の考え方計画（案）の意見募集結果と市の考え方    

提出された意見等の要旨、意見等に対する市の考え方は次のとおりです。提出された意見等の要旨、意見等に対する市の考え方は次のとおりです。提出された意見等の要旨、意見等に対する市の考え方は次のとおりです。提出された意見等の要旨、意見等に対する市の考え方は次のとおりです。    

なお、なお、なお、なお、提出された意見等は公表が原則ですが、本案件と関係のない意見、提出された意見等は公表が原則ですが、本案件と関係のない意見、提出された意見等は公表が原則ですが、本案件と関係のない意見、提出された意見等は公表が原則ですが、本案件と関係のない意見、単単単単

に賛否の結論だけを示した意見、第三者を誹謗中傷するに賛否の結論だけを示した意見、第三者を誹謗中傷するに賛否の結論だけを示した意見、第三者を誹謗中傷するに賛否の結論だけを示した意見、第三者を誹謗中傷する意見意見意見意見等については等については等については等については、、、、そそそそ

のののの要旨及び要旨及び要旨及び要旨及び市市市市のののの考考考考え方はえ方はえ方はえ方は示しません。示しません。示しません。示しません。    

項目：項目：項目：項目：「「「「市市市市図書館図書館図書館図書館のののの現状現状現状現状」」」」に関することに関することに関することに関すること    

No.No.No.No.    意 見 等 の 要意 見 等 の 要意 見 等 の 要意 見 等 の 要 旨旨旨旨    市 の 考 え 方市 の 考 え 方市 の 考 え 方市 の 考 え 方    

１１１１    

P8P8P8P8「児童書」「児童書」「児童書」「児童書」にににについついついついてててて、、、、「乳幼児から「乳幼児から「乳幼児から「乳幼児から

中学生までを対象とした書籍」中学生までを対象とした書籍」中学生までを対象とした書籍」中学生までを対象とした書籍」ななななどどどどのののの

ようようようようにににに定義定義定義定義をををを明記明記明記明記すすすすべべべべき。き。き。き。    

児童書児童書児童書児童書をををを含含含含めめめめ、、、、一般一般一般一般書、書、書、書、視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料にににに

以下以下以下以下ののののとおとおとおとおりりりり注釈注釈注釈注釈をををを追記追記追記追記ししししまままますすすす。。。。    

「「「「一般一般一般一般書（書（書（書（児童書、児童書、児童書、児童書、視聴覚資料、視聴覚資料、視聴覚資料、視聴覚資料、新聞、新聞、新聞、新聞、

雑誌雑誌雑誌雑誌をををを除除除除いいいいたたたた図書図書図書図書））））    

児童書児童書児童書児童書（（（（乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児かかかからららら中学生中学生中学生中学生くくくくらいらいらいらいのののの読読読読

書書書書興味興味興味興味やややや読書レベル読書レベル読書レベル読書レベルにあにあにあにあったったったった図書図書図書図書））））    

視聴覚資料（視聴覚資料（視聴覚資料（視聴覚資料（画像、画像、画像、画像、映像、映像、映像、映像、音声音声音声音声にににによよよよるるるる

資料資料資料資料 CD,DVD,BD,CD,DVD,BD,CD,DVD,BD,CD,DVD,BD,ビデオテープビデオテープビデオテープビデオテープななななど）ど）ど）ど）」」」」    

２２２２    

P9P9P9P9    (1)(1)(1)(1)----③③③③    中央中央中央中央図図図図書書書書館のみ館のみ館のみ館のみののののデーデーデーデー

タタタタでででではははは不十分不十分不十分不十分であであであであるるるる。。。。    

中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館及及及及びびびび分館分館分館分館すすすすべべべべててててのののの一般書・一般書・一般書・一般書・

児童書児童書児童書児童書構成構成構成構成比比比比ののののデータデータデータデータにににに修正修正修正修正ししししまままますすすす。。。。    

３３３３    

P10P10P10P10「「「「貸出冊貸出冊貸出冊貸出冊((((点点点点))))数・貸出密度の推移数・貸出密度の推移数・貸出密度の推移数・貸出密度の推移」」」」

グラフに「団体」の数値グラフに「団体」の数値グラフに「団体」の数値グラフに「団体」の数値をををを掲載掲載掲載掲載ししししていていていてい

るるるるが、が、が、が、不要不要不要不要ななななののののででででははははないないないないか。か。か。か。    

市市市市図書館図書館図書館図書館でででではははは団体団体団体団体のののの利利利利用登録用登録用登録用登録をををを行行行行ってってってって

おおおおり、り、り、り、団体団体団体団体貸出貸出貸出貸出をををを行行行行ってってってっていいいいるるるるたたたためめめめ貸出貸出貸出貸出

冊（冊（冊（冊（点点点点））））数数数数にににに含含含含めめめめ掲載掲載掲載掲載ししししていていていていまままます。す。す。す。    

４４４４    

P10P10P10P10    RRRR1111 かかかからららら R2R2R2R2 のののの貸出貸出貸出貸出冊冊冊冊数数数数のののの減少減少減少減少のののの

主な主な主な主な原因原因原因原因は、は、は、は、コロナによるコロナによるコロナによるコロナによる閉館閉館閉館閉館とととと推測推測推測推測

すすすするるるるが、が、が、が、H30H30H30H30 かかかからららら R1R1R1R1 の減少の減少の減少の減少の原因の原因の原因の原因もももも

コロナでコロナでコロナでコロナでああああるるるるななななららららば、ば、ば、ば、各年度の開館日各年度の開館日各年度の開館日各年度の開館日

数数数数を併記を併記を併記を併記しししし、、、、比較比較比較比較可能可能可能可能ととととすすすすべべべべききききであであであであるるるる。。。。    

８８８８行行行行目目目目をををを「「「「令和令和令和令和元元元元年度年度年度年度、、、、２２２２年年年年度度度度は、は、は、は、新新新新

型型型型コロナコロナコロナコロナウイルスウイルスウイルスウイルス感染症感染症感染症感染症のののの感染感染感染感染拡大拡大拡大拡大のののの

たたたためめめめ、、、、令和２令和２令和２令和２年３年３年３年３月２月２月２月２日日日日かかかからららら約約約約３３３３かかかか月月月月

間間間間臨時臨時臨時臨時休館休館休館休館ししししたたたた影響影響影響影響にににによよよよりりりり」」」」とととと修正修正修正修正しししし

まままます。す。す。す。    

５５５５    

P10P10P10P10「登録者数」には豊川市以外の住「登録者数」には豊川市以外の住「登録者数」には豊川市以外の住「登録者数」には豊川市以外の住

民も含まれ民も含まれ民も含まれ民も含まれていていていているるるるかかかか、、、、明記明記明記明記すすすすべべべべききききでででではははは

ないないないないかかかか。。。。    

    

豊川市豊川市豊川市豊川市以外以外以外以外のののの住民住民住民住民もももも含含含含ままままれれれれまままますすすす。。。。    

登録登録登録登録者者者者数数数数はははは、、、、個人個人個人個人利用利用利用利用カードカードカードカード及及及及びびびび団体団体団体団体

利用利用利用利用カードカードカードカードのののの交付交付交付交付をををを受受受受けけけけていていていているるるるもももものののののののの

総数総数総数総数でででです。す。す。す。P6P6P6P65555 豊川市豊川市豊川市豊川市図書館図書館図書館図書館管理管理管理管理規則規則規則規則

第第第第８８８８条条条条（（（（個人利用カード個人利用カード個人利用カード個人利用カード））））及及及及びびびび第第第第１１１１２２２２

条（条（条（条（団体利用カード団体利用カード団体利用カード団体利用カード））））にににに記載記載記載記載ををををししししていていていてい

まままますすすす。。。。    

６６６６    

P10P10P10P10    豊川市における年少者人口は過豊川市における年少者人口は過豊川市における年少者人口は過豊川市における年少者人口は過

去去去去 20202020 年以上年以上年以上年以上減少し続けて減少し続けて減少し続けて減少し続けていいいいるるるるのののので、で、で、で、

児童登録者児童登録者児童登録者児童登録者数数数数がががが H2H2H2H29999 年年年年度度度度を境に減少を境に減少を境に減少を境に減少

に転じた一因としてに転じた一因としてに転じた一因としてに転じた一因として少子化を少子化を少子化を少子化を挙げる挙げる挙げる挙げるのののの

は適当は適当は適当は適当ではないではないではないではないののののででででははははないないないないかかかか。。。。    

ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの当該当該当該当該記載記載記載記載をををを削除削除削除削除ししししまままます。す。す。す。    

    

７７７７    

P10P10P10P10「団体」の説明「団体」の説明「団体」の説明「団体」の説明をををを明記明記明記明記すすすすべべべべききききであであであであ

るるるる。。。。    

「「「「市市市市内内内内のののの学校、学校、学校、学校、保育所保育所保育所保育所ななななどどどど」」」」とととと注釈注釈注釈注釈をををを

追記追記追記追記ししししまままます。す。す。す。詳詳詳詳ししししいいいい定義定義定義定義は、は、は、は、P6P6P6P65555 豊川豊川豊川豊川

市図書館管理規則市図書館管理規則市図書館管理規則市図書館管理規則第１１条（館外にお第１１条（館外にお第１１条（館外にお第１１条（館外にお

ける団体利用の要件）ける団体利用の要件）ける団体利用の要件）ける団体利用の要件）をををを参照参照参照参照ししししててててくくくくだだだだ

さいさいさいさい。。。。    

    



    

８８８８    

P12P12P12P12    ②あ②あ②あ②あななななたたたたのののの読書活動読書活動読書活動読書活動にににについついついついてててて    

二つ目の○では二つ目の○では二つ目の○では二つ目の○では「ほとんど読ま「ほとんど読ま「ほとんど読ま「ほとんど読まない」ない」ない」ない」

がががが 45.2%45.2%45.2%45.2%、、、、三つ目の○では「ほとんど三つ目の○では「ほとんど三つ目の○では「ほとんど三つ目の○では「ほとんど

読まない」が読まない」が読まない」が読まない」が 34.34.34.34.8%8%8%8%ととととなっなっなっなってててておおおおりりりり、、、、矛矛矛矛

盾盾盾盾ししししてててていいいいるるるるようようようようにににに見見見見ええええるるるる。。。。アンケートアンケートアンケートアンケート

の設問の設問の設問の設問をををを見見見見てててていいいいなななないいいいがががが、二つ目の○は、二つ目の○は、二つ目の○は、二つ目の○は

「最近「最近「最近「最近 1111ヶ月の読書ヶ月の読書ヶ月の読書ヶ月の読書量をたずねたとこ量をたずねたとこ量をたずねたとこ量をたずねたとこ

ろ」ろ」ろ」ろ」ななななどどどどとととと、、、、前提条件前提条件前提条件前提条件をををを明記明記明記明記すすすすべべべべききききでででで

ははははないないないないか。か。か。か。    

二つ目・二つ目・二つ目・二つ目・三つ目三つ目三つ目三つ目のののの〇〇〇〇をををを以下以下以下以下ののののとおとおとおとおりりりり修修修修

正正正正ししししまままます。す。す。す。    

『『『『〇〇〇〇１１１１か月か月か月か月にににに本本本本をををを何冊何冊何冊何冊読読読読むむむむかかかかたたたたずずずずねねねねたたたた

ととととこここころろろろ「「「「ほほほほととととんんんんどどどど読読読読ままままないないないない」」」」がががが 45.245.245.245.2％％％％、、、、

「「「「１１１１～３～３～３～３冊」冊」冊」冊」がががが 33333333.6.6.6.6％、「％、「％、「％、「まんが、まんが、まんが、まんが、雑雑雑雑

誌誌誌誌なななならららら読読読読むむむむ」」」」はははは 9.89.89.89.8％％％％ととととななななっていっていっていっていまままます。す。す。す。

〇〇〇〇普普普普段段段段どどどどののののくくくくららららいいいい本本本本をををを読読読読んんんんでいでいでいでいるるるるかかかかたたたた

ずずずずねねねねたたたたととととこここころろろろ「「「「ほほほほととととんんんんどどどど読読読読ままままないないないない」」」」がががが

34.834.834.834.8 ％ 、％ 、％ 、％ 、「「「「 週週週週 にににに １１１１ 回回回回 以 上以 上以 上以 上 読読読読 むむむむ 」」」」 がががが

33.433.433.433.4％、「％、「％、「％、「月月月月にににに数回」数回」数回」数回」がががが 17.117.117.117.1％％％％ととととななななっっっっ

ていていていていまままます。す。す。す。』』』』    

９９９９    

PPPP11118888「貸出冊「貸出冊「貸出冊「貸出冊((((点点点点))))数」の表の説明にお数」の表の説明にお数」の表の説明にお数」の表の説明にお

いて「貸いて「貸いて「貸いて「貸出冊出冊出冊出冊((((点点点点))))数数数数はははは、、、、…近年、人口…近年、人口…近年、人口…近年、人口

の増の増の増の増加が頭打加が頭打加が頭打加が頭打ちとなり」との記ちとなり」との記ちとなり」との記ちとなり」との記述が述が述が述がああああ

るるるるがががが、、、、P10P10P10P10 の「②登録者の推移」におの「②登録者の推移」におの「②登録者の推移」におの「②登録者の推移」にお

いて、６年間で毎年いて、６年間で毎年いて、６年間で毎年いて、６年間で毎年 3,0003,0003,0003,000 人前後登録人前後登録人前後登録人前後登録

者数が伸び続者数が伸び続者数が伸び続者数が伸び続けていると説明されておけていると説明されておけていると説明されておけていると説明されてお

り、「人口増加の頭打ち」を貸出冊り、「人口増加の頭打ち」を貸出冊り、「人口増加の頭打ち」を貸出冊り、「人口増加の頭打ち」を貸出冊((((点点点点))))

数減少の原因として数減少の原因として数減少の原因として数減少の原因として掲げるのは掲げるのは掲げるのは掲げるのは適当で適当で適当で適当で

はないはないはないはないとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

ままままたたたた「利用者も館外貸出型から館内滞「利用者も館外貸出型から館内滞「利用者も館外貸出型から館内滞「利用者も館外貸出型から館内滞

在型へと移行しつつあり」とあ在型へと移行しつつあり」とあ在型へと移行しつつあり」とあ在型へと移行しつつあり」とあるるるるが、が、が、が、

根拠資料の提示が必要根拠資料の提示が必要根拠資料の提示が必要根拠資料の提示が必要ではないではないではないではないかかかか。。。。    

以下以下以下以下ののののとおとおとおとおりりりり修正修正修正修正ししししまままます。す。す。す。    

「「「「※貸出冊（点）数は、平成※貸出冊（点）数は、平成※貸出冊（点）数は、平成※貸出冊（点）数は、平成 26262626 年度年度年度年度

から平成から平成から平成から平成 30303030 年度年度年度年度までまでまでまでは約は約は約は約 121212125555 万冊か万冊か万冊か万冊か

ら約ら約ら約ら約 130130130130 万万万万冊で推移しています冊で推移しています冊で推移しています冊で推移していますが、令が、令が、令が、令

和元年度及び令和和元年度及び令和和元年度及び令和和元年度及び令和２２２２年年年年度は新度は新度は新度は新型コロ型コロ型コロ型コロナナナナ

ウイルス感染症のウイルス感染症のウイルス感染症のウイルス感染症の感染感染感染感染拡大拡大拡大拡大による臨時による臨時による臨時による臨時

休館や外出自粛などの影響により貸出休館や外出自粛などの影響により貸出休館や外出自粛などの影響により貸出休館や外出自粛などの影響により貸出

冊（点）数冊（点）数冊（点）数冊（点）数がががが減少しています。減少しています。減少しています。減少しています。ししししかかかかしししし、、、、

利用登録者数が毎年増加して利用登録者数が毎年増加して利用登録者数が毎年増加して利用登録者数が毎年増加しておおおおりりりり、、、、まままま

た、た、た、た、来館者数来館者数来館者数来館者数もももも平成平成平成平成 30303030 年度までは増年度までは増年度までは増年度までは増

加していることから、加していることから、加していることから、加していることから、利用利用利用利用形態形態形態形態のののの館外館外館外館外

貸出型から館内滞在型への移行や貸出型から館内滞在型への移行や貸出型から館内滞在型への移行や貸出型から館内滞在型への移行や、、、、電電電電

子図書館子図書館子図書館子図書館のののの利用利用利用利用のののの増加増加増加増加がががが貸出貸出貸出貸出冊（冊（冊（冊（点点点点））））

数数数数のののの減少減少減少減少のののの一因一因一因一因ででででははははないないないないかかかかとととと分析分析分析分析ししししてててて

いいいいまままますすすす。。。。    

    そそそそののののたたたため、め、め、め、本計画においては、これ本計画においては、これ本計画においては、これ本計画においては、これ

ららららのののの要因要因要因要因を考慮した目標の見直しを行を考慮した目標の見直しを行を考慮した目標の見直しを行を考慮した目標の見直しを行

う必要があります。う必要があります。う必要があります。う必要があります。」」」」    

10101010    

P18P18P18P18「「「「レレレレファファファファレンス・読書相談レンス・読書相談レンス・読書相談レンス・読書相談の利用の利用の利用の利用

件数件数件数件数」」」」の表の表の表の表ににににおいて、現状値とおいて、現状値とおいて、現状値とおいて、現状値と H26H26H26H26

以以以以降の降の降の降の数値数値数値数値の差がの差がの差がの差が大大大大ききききすすすすぎるぎるぎるぎるのののので、で、で、で、激激激激

増し増し増し増した要因た要因た要因た要因のののの分析分析分析分析をををを行行行行ううううべべべべききききであであであであるるるる。。。。    

課題課題課題課題解決解決解決解決型型型型のののの図書館図書館図書館図書館をををを目指目指目指目指ししししてててて目標目標目標目標をををを

掲掲掲掲げげげげたたたたここここととととかかかから、ら、ら、ら、レファレンスレファレンスレファレンスレファレンスカウンカウンカウンカウン

タタタターーーーをををを気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談ししししややややすいすいすいすい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ををををめめめめ

ざざざざすすすすななななどどどど、、、、分館分館分館分館もももも含含含含めめめめてててて全館あ全館あ全館あ全館あげげげげててててレレレレ

ファレンスファレンスファレンスファレンス業務業務業務業務にににに注力注力注力注力ししししたたたたここここととととななななどどどどがががが

要因要因要因要因であであであであるるるるとととと分析分析分析分析ししししていていていていまままますすすす。。。。    

11111111    

PPPP21212121「計画を進めていくための効果的「計画を進めていくための効果的「計画を進めていくための効果的「計画を進めていくための効果的

な成果指標の設定」において、「な成果指標の設定」において、「な成果指標の設定」において、「な成果指標の設定」において、「前前前前計計計計

画では、９つの成果指標を設定してい画では、９つの成果指標を設定してい画では、９つの成果指標を設定してい画では、９つの成果指標を設定してい

ます。」ます。」ます。」ます。」ととととああああるるるるがががが、、、、前前前前計画では３つの計画では３つの計画では３つの計画では３つの

基本目標の下に位置する個別目基本目標の下に位置する個別目基本目標の下に位置する個別目基本目標の下に位置する個別目標が標が標が標が

９つで、成９つで、成９つで、成９つで、成果指標果指標果指標果指標は７つは７つは７つは７つででででははははないないないないかかかか。。。。

((((本計画本計画本計画本計画 P17P17P17P17----11119999 のとおりのとおりのとおりのとおり))))    

「「「「前前前前計画計画計画計画でででではははは６６６６つつつつのののの成果成果成果成果指指指指標標標標をををを設定設定設定設定しししし

ていていていていまままます。す。す。す。」」」」にににに修正修正修正修正ししししまままます。す。す。す。    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

項目：項目：項目：項目：「「「「図書館図書館図書館図書館基本基本基本基本計画計画計画計画のののの基基基基本本本本的的的的なななな考え方考え方考え方考え方とととと目目目目標標標標」」」」に関することに関することに関することに関すること    

No.No.No.No.    意 見 等 の 要 旨意 見 等 の 要 旨意 見 等 の 要 旨意 見 等 の 要 旨    市 の市 の市 の市 の 考 え 方考 え 方考 え 方考 え 方    

12121212    

P23P23P23P23    分かりやすく見やすい書架づ分かりやすく見やすい書架づ分かりやすく見やすい書架づ分かりやすく見やすい書架づくくくく

り「資料の見つけやすさ」り「資料の見つけやすさ」り「資料の見つけやすさ」り「資料の見つけやすさ」についてについてについてについて、、、、

絵本は作者名よりも作品名で探すこと絵本は作者名よりも作品名で探すこと絵本は作者名よりも作品名で探すこと絵本は作者名よりも作品名で探すこと

が多いのが多いのが多いのが多いのではないではないではないではないかかかかとととと考考考考ええええるるるる。。。。絵本を絵本を絵本を絵本を

作者順作者順作者順作者順かかかかららららタイトル順に変更できないタイトル順に変更できないタイトル順に変更できないタイトル順に変更できない

か考慮か考慮か考慮か考慮すすすすべべべべききききであであであであるるるる。。。。    

令和２令和２令和２令和２年度年度年度年度のののの臨時臨時臨時臨時休館中休館中休館中休館中に、に、に、に、一部一部一部一部のののの棚棚棚棚

でででで現在現在現在現在のののの絵絵絵絵作者作者作者作者順順順順かかかかららららタイトルタイトルタイトルタイトル順順順順へへへへのののの

変更変更変更変更をををを試行試行試行試行ししししままままししししたたたたが、が、が、が、シリシリシリシリーズーズーズーズもももものののの

がががが点在点在点在点在ししししたたたたり、り、り、り、棚棚棚棚のののの仕様仕様仕様仕様にににによよよよりりりり 50505050 音音音音

ののののバラバラバラバラつきつきつきつきがががが生生生生じじじじたたたたりりりりししししたたたたたたたため、め、め、め、現行現行現行現行

のののの絵絵絵絵作者作者作者作者順順順順にににに戻戻戻戻ししししたたたた経緯経緯経緯経緯があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。

作者作者作者作者名名名名でででで本本本本がががが探探探探ししししににににくいくいくいくい方方方方ににににはははは、、、、レフレフレフレフ

ァレンスァレンスァレンスァレンスカウンタカウンタカウンタカウンターーーーににににおおおお申し出申し出申し出申し出いいいいたたたただだだだ

けけけけれれれれば、ば、ば、ば、本本本本をををを探探探探すすすす手伝手伝手伝手伝いいいいををををささささせせせせてててていいいいたたたた

だいだいだいだいていていていていまままますすすす。。。。    

13131313    

P23P23P23P23「「「「資資資資料料料料のののの見見見見つつつつけけけけややややすすすすささささ」」」」ににににつつつついいいいてててて、、、、

資料検索結果を表示する際に、現行シ資料検索結果を表示する際に、現行シ資料検索結果を表示する際に、現行シ資料検索結果を表示する際に、現行シ

ステムでは所蔵館や資料区分などステムでは所蔵館や資料区分などステムでは所蔵館や資料区分などステムでは所蔵館や資料区分などを選を選を選を選

択択択択できできできできるるるるがががが、資料状況（貸出、資料状況（貸出、資料状況（貸出、資料状況（貸出中、利用中、利用中、利用中、利用

可）や開閉区分も選択できるようにな可）や開閉区分も選択できるようにな可）や開閉区分も選択できるようにな可）や開閉区分も選択できるようにな

ると利用者の利便性が高まるると利用者の利便性が高まるると利用者の利便性が高まるると利用者の利便性が高まると思と思と思と思うううう。。。。    

今後今後今後今後ののののシステムシステムシステムシステム改修改修改修改修等等等等のののの参考参考参考参考ととととささささせせせせてててて

いいいいたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

14141414    

P24P24P24P24    他の図書館に比べ、他の図書館に比べ、他の図書館に比べ、他の図書館に比べ、((((豊橋、新城豊橋、新城豊橋、新城豊橋、新城))))

開館時間が短い点が非常に残開館時間が短い点が非常に残開館時間が短い点が非常に残開館時間が短い点が非常に残念念念念ででででああああ

るるるる。。。。夜夜夜夜 9999 時頃まで利用で時頃まで利用で時頃まで利用で時頃まで利用できたら図書館きたら図書館きたら図書館きたら図書館

の利便性がより向上されるの利便性がより向上されるの利便性がより向上されるの利便性がより向上されると思と思と思と思うううう。。。。    

令令令令和２和２和２和２年度年度年度年度にににに実施実施実施実施ししししたたたたアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果

で、で、で、で、利用時間利用時間利用時間利用時間及及及及びびびび休館休館休館休館日日日日ににににつつつついいいいてててて利用利用利用利用

者者者者のののの満足度満足度満足度満足度が「が「が「が「満足満足満足満足」」」」「「「「どどどどちちちちららららかかかかといといといとい

ええええばばばば満足満足満足満足」」」」をををを合合合合わわわわせせせせ８２％８２％８２％８２％とととと高高高高いいいいこここことととと

かかかから、ら、ら、ら、当面当面当面当面はははは現状現状現状現状をををを維持維持維持維持ししししまままます。す。す。す。    

11115555    

P24P24P24P24    本を読みだすと、つい時間を忘本を読みだすと、つい時間を忘本を読みだすと、つい時間を忘本を読みだすと、つい時間を忘

れてしまうので、館内に売店や飲食店れてしまうので、館内に売店や飲食店れてしまうので、館内に売店や飲食店れてしまうので、館内に売店や飲食店、、、、

飲食スペースがあるととても飲食スペースがあるととても飲食スペースがあるととても飲食スペースがあるととても助か助か助か助かるるるる。。。。    

小規模のコンビニで小規模のコンビニで小規模のコンビニで小規模のコンビニであれば、勉強中あれば、勉強中あれば、勉強中あれば、勉強中

に足りなくなに足りなくなに足りなくなに足りなくなった文房具なった文房具なった文房具なった文房具なども買えども買えども買えども買え、、、、

更に便利だ更に便利だ更に便利だ更に便利だと思と思と思と思ううううのののので、で、で、で、小規模でも良小規模でも良小規模でも良小規模でも良

いのでコンビニ等を入れて頂きたいいのでコンビニ等を入れて頂きたいいのでコンビニ等を入れて頂きたいいのでコンビニ等を入れて頂きたい。。。。    

軽軽軽軽食コーナ食コーナ食コーナ食コーナーーーーがががが工事工事工事工事等等等等のののの都合都合都合都合にににによよよよりりりり現現現現

在在在在はははは閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖ししししていていていていまままますすすすがががが工事工事工事工事がががが終わり次終わり次終わり次終わり次

第第第第軽食コーナ軽食コーナ軽食コーナ軽食コーナーーーーのののの公募公募公募公募をををを検討検討検討検討ししししまままます。す。す。す。

コンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスストアストアストアストアにににについついついついててててはははは、、、、確確確確

保保保保ででででききききるるるる面積面積面積面積がががが基準基準基準基準にににに満満満満たたたたずずずず、、、、ままままた、た、た、た、

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤードがががが確保確保確保確保ででででききききないないないないななななど、ど、ど、ど、建建建建

物物物物のののの構造上構造上構造上構造上難難難難ししししいいいいとととと考考考考ええええまままますすすすが、が、が、が、今後今後今後今後

のののの参考参考参考参考ととととささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

11116666    

P25P25P25P25「選書方針」に「ラノベ」という「選書方針」に「ラノベ」という「選書方針」に「ラノベ」という「選書方針」に「ラノベ」という

言葉が出て言葉が出て言葉が出て言葉が出てくくくくるるるるののののでででで、、、、「「「「ラノベラノベラノベラノベ」」」」のののの用用用用

語語語語解説解説解説解説をををを P39P39P39P39 でででで行行行行ううううののののででででははははななななくくくく、初出、初出、初出、初出

のこちらで解説をのこちらで解説をのこちらで解説をのこちらで解説をすすすすべべべべききききででででははははないないないないか。か。か。か。    

PPPP25252525 のののの「「「「マンマンマンマンガ・ガ・ガ・ガ・ラノベコーナラノベコーナラノベコーナラノベコーナーーーー」」」」とととと

いういういういう記載記載記載記載はははは排排排排架架架架場所場所場所場所のののの固有固有固有固有名称名称名称名称でででですすすすのののの

で、で、で、で、内容内容内容内容をををを説明説明説明説明ししししていていていているるるる P39P39P39P39 にににに用語用語用語用語解解解解

説説説説をををを掲掲掲掲載載載載ししししていていていていまままます。す。す。す。    

11117777    

P25P25P25P25「除籍方針」に「保存性が低いも「除籍方針」に「保存性が低いも「除籍方針」に「保存性が低いも「除籍方針」に「保存性が低いも

の」とあるのは「保存のの」とあるのは「保存のの」とあるのは「保存のの」とあるのは「保存の必要性が必要性が必要性が必要性が低い低い低い低い

もの」とするのが良いもの」とするのが良いもの」とするのが良いもの」とするのが良いののののではではではではないないないないか。か。か。か。    

ごごごご指摘指摘指摘指摘ののののとおとおとおとおりりりり修正修正修正修正ししししまままます。す。す。す。    

11118888    

P25P25P25P25「感染症対策」に「整「感染症対策」に「整「感染症対策」に「整「感染症対策」に「整備備備備ししししまままます。」す。」す。」す。」

ととととあるのはあるのはあるのはあるのは「適切に「適切に「適切に「適切に行います。」とす行います。」とす行います。」とす行います。」とす

るるるるのが良いのが良いのが良いのが良いののののではではではではないないないないかかかか。。。。    

以下以下以下以下ののののとおとおとおとおりりりり修正修正修正修正ししししまままます。す。す。す。    

「「「「手指手指手指手指消毒消毒消毒消毒液液液液やややや飛沫飛沫飛沫飛沫防止防止防止防止パネル、パネル、パネル、パネル、書籍書籍書籍書籍

消毒消毒消毒消毒器器器器のののの設置、設置、設置、設置、密閉・密閉・密閉・密閉・密集・密集・密集・密集・密接密接密接密接へへへへのののの

対策、対策、対策、対策、行列行列行列行列対策対策対策対策ななななどどどどのののの感染感染感染感染防止防止防止防止対策対策対策対策をををを

行行行行いいいいまままますすすす。。。。」」」」    

11119999    

P25P25P25P25「障害者差別解消法」の記述は「障害者差別解消法」の記述は「障害者差別解消法」の記述は「障害者差別解消法」の記述は、、、、

何を言わんとしているの何を言わんとしているの何を言わんとしているの何を言わんとしているのかかかか分分分分かかかかりりりり難難難難いいいい

のののので、で、で、で、ももももっとっとっとっと分分分分かかかかりりりりややややすすすすくくくく記述記述記述記述すすすすべべべべき。き。き。き。    

以下以下以下以下ののののとおとおとおとおりりりり修正修正修正修正ししししまままます。す。す。す。    

「「「「障害障害障害障害のあのあのあのあるるるる人人人人ももももないないないない人人人人もももも、、、、誰誰誰誰ももももがががが健健健健

ややややかかかかにににに生き生生き生生き生生き生ききききとととと暮暮暮暮ららららししししていていていているるるるままままちちちちのののの

実現のため、実現のため、実現のため、実現のため、社会社会社会社会的的的的ななななバリア（バリア（バリア（バリア（社会的社会的社会的社会的

障壁障壁障壁障壁））））のののの排除排除排除排除のののの実施実施実施実施にににに必要必要必要必要な、な、な、な、合理的合理的合理的合理的

な配慮を行います。な配慮を行います。な配慮を行います。な配慮を行います。」」」」    



    

20202020    

P25P25P25P25「子ども読書活動推進法」に「ロ「子ども読書活動推進法」に「ロ「子ども読書活動推進法」に「ロ「子ども読書活動推進法」に「ロ

ーーーーリリリリンンンンググググ」と」と」と」といいいいう言う言う言う言葉が葉が葉が葉が出て出て出て出てくくくくるるるるが、が、が、が、

一一一一般的ではない般的ではない般的ではない般的ではない言葉言葉言葉言葉ななななのののので、説明で、説明で、説明で、説明をををを記記記記

載載載載すすすすべべべべきききき。。。。    

注釈注釈注釈注釈ととととししししてててて「「「「（（（（毎年度毎年度毎年度毎年度修正修正修正修正やややや補完補完補完補完ををををすすすす

るなるなるなるなどどどど見直見直見直見直ししししをををを行う行う行う行うことことことこと））））」」」」をををを追追追追記記記記しししし

まままますすすす。。。。    

22221111    

P27P27P27P27    前計画において目標値の設定が前計画において目標値の設定が前計画において目標値の設定が前計画において目標値の設定が

適切でないものがあった適切でないものがあった適切でないものがあった適切でないものがあったようようようようななななののののでででで、、、、

今回の目標値の設定今回の目標値の設定今回の目標値の設定今回の目標値の設定においては設定においては設定においては設定においては設定根根根根

拠を明拠を明拠を明拠を明示示示示すべきすべきすべきすべき。。。。    

本計画本計画本計画本計画のののの各各各各目標値目標値目標値目標値のののの設定設定設定設定はははは、、、、過去過去過去過去のののの実実実実

績績績績値値値値とととと現状現状現状現状値値値値ととととのののの伸伸伸伸びびびび率、率、率、率、コロナ禍コロナ禍コロナ禍コロナ禍でででで

のののの数値数値数値数値ななななどどどどをををを勘案勘案勘案勘案ししししてててて実現実現実現実現のののの可能性可能性可能性可能性のののの

ああああるるるる目標値目標値目標値目標値をををを設定設定設定設定ししししてててていいいいまままます。す。す。す。    

22222222    

P27P27P27P27     基本目標１の成果指標とし基本目標１の成果指標とし基本目標１の成果指標とし基本目標１の成果指標としてててて

「市民アンケートで「市民アンケートで「市民アンケートで「市民アンケートで「「「「読読読読書が好き書が好き書が好き書が好き」」」」のののの

割割割割合合合合」」」」を設定してを設定してを設定してを設定していいいいるるるるがががが、、、、行政努力の行政努力の行政努力の行政努力の

結果として読書好きの割合が向上する結果として読書好きの割合が向上する結果として読書好きの割合が向上する結果として読書好きの割合が向上する

ののののかかかか疑問疑問疑問疑問であであであであるるるる。。。。施策との施策との施策との施策との因果関係が因果関係が因果関係が因果関係が

求められる求められる求められる求められる成果指標と成果指標と成果指標と成果指標としてしてしてしては適は適は適は適切切切切ではではではでは

ないないないないののののででででははははないないないないかかかか。。。。    

本本本本計画計画計画計画にににに基基基基づづづづきききき、、、、利用利用利用利用ししししややややすいすいすいすい環境環境環境環境づづづづ

くくくくりりりりをををを行行行行いいいい、、、、多様多様多様多様なななな利用者利用者利用者利用者ののののニーズニーズニーズニーズにににに

応応応応じじじじたたたた各種各種各種各種サービスサービスサービスサービスをををを進進進進めめめめ、、、、ままままたたたた子子子子どどどど

もももも読書読書読書読書活動活動活動活動推進推進推進推進計画計画計画計画にににに基基基基づづづづくくくく若年層若年層若年層若年層へへへへ

のののの各種各種各種各種事業事業事業事業始始始始めめめめ市民向市民向市民向市民向けけけけのののの各種各種各種各種イベンイベンイベンイベン

トトトトをををを通通通通じじじじてててて読書読書読書読書をををを推進推進推進推進すすすするるるるここここととととでででで、、、、読読読読

書好書好書好書好ききききのののの割合割合割合割合のののの向上向上向上向上ににににつつつつななななががががるるるるももももののののとととと

考考考考ええええまままますすすす。。。。実際実際実際実際に、に、に、に、ここここれれれれららららのののの施策施策施策施策にににに対対対対

しししし、、、、市民市民市民市民かかかからららら「「「「読書読書読書読書がががが好好好好ききききににににななななったったったった。」。」。」。」

というというというという感想感想感想感想やややや意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せせせせらららられれれれるるるるこここことととともももも

ああああるるるるのののので、で、で、で、成果成果成果成果指標指標指標指標ととととししししてててて適切適切適切適切であであであであるるるる

とととと考考考考ええええまままます。す。す。す。    

22223333    

P27P27P27P27    基本基本基本基本目標目標目標目標１の成果指標「市民１１の成果指標「市民１１の成果指標「市民１１の成果指標「市民１

人当た人当た人当た人当たりのりのりのりの図書図書図書図書等等等等貸出冊数」貸出冊数」貸出冊数」貸出冊数」の貸出の貸出の貸出の貸出冊冊冊冊

数に数に数に数に、、、、市外在住者市外在住者市外在住者市外在住者へへへへのののの貸貸貸貸出出出出冊冊冊冊数数数数をををを含含含含むむむむ

ここここととととはははは適切適切適切適切ででででははははないないないないののののででででははははないないないないかかかか。。。。    

図書館図書館図書館図書館のののの利用状況利用状況利用状況利用状況のののの比較比較比較比較をををを全国的全国的全国的全国的にににに行行行行

ううううたたたためめめめにににに設設設設けけけけらららられれれれたたたた指標指標指標指標でででで、、、、公共公共公共公共図図図図書書書書

館館館館のののの統計統計統計統計においにおいにおいにおいててててはははは、、、、通常、通常、通常、通常、貸出貸出貸出貸出冊数冊数冊数冊数

にににに市市市市外外外外在住在住在住在住者者者者分分分分をををを含含含含んんんんでででで計算計算計算計算をををを行行行行ううううここここ

ととととととととななななってってってっていいいいまままます。す。す。す。    

項目：項目：項目：項目：「「「「計画計画計画計画推進推進推進推進ののののたたたためめめめのののの取り組取り組取り組取り組みみみみ」」」」にににに関すること関すること関すること関すること    

No.No.No.No.    意 見 等意 見 等意 見 等意 見 等 の 要 旨の 要 旨の 要 旨の 要 旨    市 の 考市 の 考市 の 考市 の 考 え 方え 方え 方え 方    

22224444    

P28P28P28P28「「「「施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向(1)(1)(1)(1)蔵書の充実蔵書の充実蔵書の充実蔵書の充実」」」」の説の説の説の説

明で「限りある資源を」とあ明で「限りある資源を」とあ明で「限りある資源を」とあ明で「限りある資源を」とあるのは「限るのは「限るのは「限るのは「限

りある蔵書能力」が良いのではないりある蔵書能力」が良いのではないりある蔵書能力」が良いのではないりある蔵書能力」が良いのではないか。か。か。か。    

ごごごご指摘指摘指摘指摘ののののとおとおとおとおりりりり修正修正修正修正ししししまままます。す。す。す。    

    

22225555    

P30P30P30P30「「「「④バーコード管理に変わる蔵④バーコード管理に変わる蔵④バーコード管理に変わる蔵④バーコード管理に変わる蔵書書書書

管理技術の調査研究」管理技術の調査研究」管理技術の調査研究」管理技術の調査研究」およおよおよおよびびびび 23232323 ペーペーペーペー

ジジジジの「の「の「の「資料の見つけやす資料の見つけやす資料の見つけやす資料の見つけやすささささ」について」について」について」について    

資料検索によって、タ資料検索によって、タ資料検索によって、タ資料検索によって、タイトル、請求イトル、請求イトル、請求イトル、請求

記号、図書等の地図（棚番号）などが記号、図書等の地図（棚番号）などが記号、図書等の地図（棚番号）などが記号、図書等の地図（棚番号）などが

分分分分かり、これらの情報を基に実際の図かり、これらの情報を基に実際の図かり、これらの情報を基に実際の図かり、これらの情報を基に実際の図

書等を棚から探書等を棚から探書等を棚から探書等を棚から探すすすすもももものののののののの、請求記号の、請求記号の、請求記号の、請求記号の

順番順番順番順番通りに並んでいない所に有った通りに並んでいない所に有った通りに並んでいない所に有った通りに並んでいない所に有った

り、背表紙が薄くなっていたり、貸出り、背表紙が薄くなっていたり、貸出り、背表紙が薄くなっていたり、貸出り、背表紙が薄くなっていたり、貸出

処理を終えていない図書等を他の利用処理を終えていない図書等を他の利用処理を終えていない図書等を他の利用処理を終えていない図書等を他の利用

者が持っていたりして、簡単に見つけ者が持っていたりして、簡単に見つけ者が持っていたりして、簡単に見つけ者が持っていたりして、簡単に見つけ

られなられなられなられないいいいときや見つけることを断念すときや見つけることを断念すときや見つけることを断念すときや見つけることを断念す

る場合る場合る場合る場合があがあがあがあるるるるののののでででで、、、、自自自自律律律律移動移動移動移動ロロロロボットボットボットボット

がががが実際実際実際実際のののの図書図書図書図書等等等等のののの前前前前ままままでででで利用者利用者利用者利用者をををを案案案案

内内内内すすすするるるる方法方法方法方法ななななどどどど、、、、利用者が図書等利用者が図書等利用者が図書等利用者が図書等を探を探を探を探

しやすくすしやすくすしやすくすしやすくする利用方法も加る利用方法も加る利用方法も加る利用方法も加味し味し味し味したたたた検討検討検討検討

ををををすすすすべべべべききききであであであである。る。る。る。    

    

    

自自自自律律律律移動移動移動移動ロボットロボットロボットロボットななななどどどど利用者利用者利用者利用者案内案内案内案内ににににつつつつ

いいいいてててては、は、は、は、今後今後今後今後のののの参考参考参考参考ととととささささせせせせていていていていたたたただだだだきききき

まままますすすすが、が、が、が、当面当面当面当面は、は、は、は、図図図図書書書書がががが見見見見つつつつけけけけらららられれれれなななな

いいいい場合場合場合場合はははは、、、、レファレンスレファレンスレファレンスレファレンスサービスサービスサービスサービスををををごごごご

利用利用利用利用いいいいたたたただだだだくくくくようようようよう周知周知周知周知をををを行行行行ってってってってまいまいまいまいりりりり

まままます。す。す。す。    

    

    



    

22226666    

PPPP31313131    幼児幼児幼児幼児、児童、青少年、成人、高、児童、青少年、成人、高、児童、青少年、成人、高、児童、青少年、成人、高

齢者、障害者、外国人市民などに応じ齢者、障害者、外国人市民などに応じ齢者、障害者、外国人市民などに応じ齢者、障害者、外国人市民などに応じ

たサービスのたサービスのたサービスのたサービスの充実充実充実充実・・・・子連れ、妊婦、高子連れ、妊婦、高子連れ、妊婦、高子連れ、妊婦、高

齢者、障害者齢者、障害者齢者、障害者齢者、障害者ななななどどどどにににに対対対対すすすするるるるサービスサービスサービスサービスのののの

記述記述記述記述があがあがあがあるるるるが、が、が、が、そそそそれれれれ以外以外以外以外ににににもももも一人で一人で一人で一人で本本本本

をををを借り借り借り借りる事に少しだけ手を貸してもらる事に少しだけ手を貸してもらる事に少しだけ手を貸してもらる事に少しだけ手を貸してもら

いたい時がある。借りた本の袋詰めやいたい時がある。借りた本の袋詰めやいたい時がある。借りた本の袋詰めやいたい時がある。借りた本の袋詰めや

車までの運車までの運車までの運車までの運搬を気軽に手伝ってもらえ搬を気軽に手伝ってもらえ搬を気軽に手伝ってもらえ搬を気軽に手伝ってもらえ

る窓口があれば助かるる窓口があれば助かるる窓口があれば助かるる窓口があれば助かるし、し、し、し、行きやすい行きやすい行きやすい行きやすい

と思と思と思と思う。う。う。う。    

今今今今後、後、後、後、ごごごご提案提案提案提案にににについついついついてててて窓口窓口窓口窓口担当担当担当担当ののののスタスタスタスタ

ッフッフッフッフとととと対応対応対応対応をををを協議協議協議協議すすすするるるるととととととととももももに、に、に、に、来館来館来館来館

者者者者をををを細細細細かかかかくくくくサポートサポートサポートサポートすすすするるるるボランティアボランティアボランティアボランティア

等等等等のののの活用活用活用活用のののの取組取組取組取組にににについついついついてててて研研研研究究究究・・・・検討検討検討検討をををを

進進進進めめめめまままますすすす。。。。    

    

22227777    

PPPP32323232「⑥障害者へ「⑥障害者へ「⑥障害者へ「⑥障害者へのサービのサービのサービのサービス」の二つス」の二つス」の二つス」の二つ

目の○の説目の○の説目の○の説目の○の説明文明文明文明文「「「「…録音図書の充実と…録音図書の充実と…録音図書の充実と…録音図書の充実と

それに付随する拡大読書器…」のそれに付随する拡大読書器…」のそれに付随する拡大読書器…」のそれに付随する拡大読書器…」のうちうちうちうち

「それに付随する」は「それに付随する」は「それに付随する」は「それに付随する」は不不不不要要要要であであであであるるるる。。。。    

ごごごご意見意見意見意見ののののとおとおとおとおりりりり削削削削除除除除ししししまままます。す。す。す。    

    

22228888    

P32P32P32P32    DAISYDAISYDAISYDAISY の説明は本文の後にしたの説明は本文の後にしたの説明は本文の後にしたの説明は本文の後にした

方が読みやすいと思います。方が読みやすいと思います。方が読みやすいと思います。方が読みやすいと思います。P39P39P39P39 のののの「「「「ララララ

ノベ」の説明ノベ」の説明ノベ」の説明ノベ」の説明も同様です。も同様です。も同様です。も同様です。    

本計画本計画本計画本計画でででではははは用語解説用語解説用語解説用語解説がががが必要必要必要必要ななななももももののののはははは、、、、

用語用語用語用語のののの直後直後直後直後にににに字体字体字体字体をををを変更変更変更変更しししし記載記載記載記載すすすするるるるここここ

ととととでででで統一統一統一統一ををををししししていていていていまままますすすす。。。。    

22229999    

P32P32P32P32「サピエ図書館」という言葉は説「サピエ図書館」という言葉は説「サピエ図書館」という言葉は説「サピエ図書館」という言葉は説

明明明明が必要が必要が必要が必要ではないではないではないではないかかかか。。。。    

注釈注釈注釈注釈ととととししししてててて「「「「サピサピサピサピエエエエととととはははは視覚障害視覚障害視覚障害視覚障害者者者者をををを

始始始始め、め、め、め、目目目目でででで文字文字文字文字をををを読読読読むむむむここここととととがががが困難困難困難困難なななな

方々方々方々方々にににに対対対対ししししてててて、、、、ささささままままざざざざままままなななな情情情情報報報報をををを点字点字点字点字、、、、

音声音声音声音声データデータデータデータななななどどどどでででで提供提供提供提供すすすするるるるネットネットネットネットワーワーワーワー

ククククでででです。す。す。す。サピエサピエサピエサピエ図書館図書館図書館図書館ははははサピエサピエサピエサピエののののメイメイメイメイ

ンサービスンサービスンサービスンサービスでででです。」す。」す。」す。」をををを記載記載記載記載ししししまままます。す。す。す。    

30303030    

P32P32P32P32「⑦外国人へのサー「⑦外国人へのサー「⑦外国人へのサー「⑦外国人へのサービス」ビス」ビス」ビス」    

外国人の利用状況はどのようになって外国人の利用状況はどのようになって外国人の利用状況はどのようになって外国人の利用状況はどのようになって

いるいるいるいるののののかかかか、、、、記載記載記載記載すすすすべべべべききききででででははははないないないないかかかか。。。。    

一定数一定数一定数一定数のののの外国人外国人外国人外国人のののの方方方方のののの利用利用利用利用ががががああああるるるるののののはははは

把握把握把握把握ししししてててておおおおりりりりまままますすすすがががが、、、、利用登利用登利用登利用登録録録録でででではははは外外外外

国人国人国人国人のののの区別区別区別区別ををををししししてててていいいいないないないないたたたためめめめ、、、、数値数値数値数値とととと

ししししててててのののの利用状況利用状況利用状況利用状況のののの記載記載記載記載ががががででででききききまままませせせせんんんん。。。。

今後、今後、今後、今後、外国人外国人外国人外国人のののの利用状況利用状況利用状況利用状況をををを把握把握把握把握すすすするるるる方方方方

法法法法にににについついついついてててて検討検討検討検討ししししててててまいまいまいまいりりりりまままます。す。す。す。    

33331111    

P33P33P33P33「「「「施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向(3)(3)(3)(3)①館内滞在型利用①館内滞在型利用①館内滞在型利用①館内滞在型利用

とととと学学学学習利用も可能な閲覧席数の増加習利用も可能な閲覧席数の増加習利用も可能な閲覧席数の増加習利用も可能な閲覧席数の増加

の検討の検討の検討の検討」」」」ににににつつつついいいいてててて    

学学学学習コーナーは、個習コーナーは、個習コーナーは、個習コーナーは、個々で集中するた々で集中するた々で集中するた々で集中するた

めに沈黙が要求されめに沈黙が要求されめに沈黙が要求されめに沈黙が要求され、、、、なるべく広くしなるべく広くしなるべく広くしなるべく広くし

てててて席を席を席を席を多く多く多く多くし、し、し、し、スペースをスペースをスペースをスペースを用意する取用意する取用意する取用意する取

り組みがなされるのはとてもり組みがなされるのはとてもり組みがなされるのはとてもり組みがなされるのはとても良良良良くくくく、、、、中中中中

央図書館では閲央図書館では閲央図書館では閲央図書館では閲覧席がふさがらないよ覧席がふさがらないよ覧席がふさがらないよ覧席がふさがらないよ

うに配慮うに配慮うに配慮うに配慮さささされれれれていていていているるるるが、が、が、が、分館、生涯学分館、生涯学分館、生涯学分館、生涯学

習習習習センタセンタセンタセンターーーーでも、個人のための学習コでも、個人のための学習コでも、個人のための学習コでも、個人のための学習コ

ーナーのありかたを見直し、ーナーのありかたを見直し、ーナーのありかたを見直し、ーナーのありかたを見直し、閲覧席と閲覧席と閲覧席と閲覧席と

切り分け切り分け切り分け切り分けて学習席を用意することで、て学習席を用意することで、て学習席を用意することで、て学習席を用意することで、

市内全域で必要な席の数に足りること市内全域で必要な席の数に足りること市内全域で必要な席の数に足りること市内全域で必要な席の数に足りること

を目標に、を目標に、を目標に、を目標に、学生さんの静かな時間を保学生さんの静かな時間を保学生さんの静かな時間を保学生さんの静かな時間を保

証証証証すすすすべべべべききききであであであであるるるる。。。。    

令和３令和３令和３令和３年年年年５５５５月月月月ににににリニューアルリニューアルリニューアルリニューアルオープンオープンオープンオープン

ししししたたたた分館（分館（分館（分館（小坂井小坂井小坂井小坂井図書館）図書館）図書館）図書館）ででででは、は、は、は、以前以前以前以前

よよよよりりりり閲覧閲覧閲覧閲覧コーナコーナコーナコーナーーーーのののの席席席席数数数数をををを増増増増ややややしししし、、、、限限限限

られたスペーられたスペーられたスペーられたスペーススススでできるだけ多くの方でできるだけ多くの方でできるだけ多くの方でできるだけ多くの方

が利用できるようが利用できるようが利用できるようが利用できるようににににししししまままましししした。た。た。た。    

今後、今後、今後、今後、他他他他のののの地区地区地区地区ででででもももも公共施設公共施設公共施設公共施設のののの適正配適正配適正配適正配

置置置置においにおいにおいにおいてててて分館分館分館分館ののののリニューアルリニューアルリニューアルリニューアルがががが行行行行わわわわ

れれれれるるるる際際際際のののの参考参考参考参考ととととささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

33332222    

P33P33P33P33    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向((((3333))))①①①①のののの五五五五つつつつ目目目目の○の○の○の○

の説明文の説明文の説明文の説明文はははは、、、、一宮一宮一宮一宮図書館図書館図書館図書館のののの移転改築予移転改築予移転改築予移転改築予

定定定定をををを意味意味意味意味すすすするるるるののののであであであであるるるるななななら、ら、ら、ら、そそそそのののの旨旨旨旨をををを

ももももっとっとっとっと分分分分かかかかりりりりややややすすすすくくくく明記明記明記明記すすすすべべべべききききででででははははなななな

いいいいか。か。か。か。    

一宮一宮一宮一宮図書館図書館図書館図書館がががが入入入入るるるる一宮一宮一宮一宮生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センタセンタセンタセンタ

ーーーーをををを始始始始めめめめ、、、、一宮地区一宮地区一宮地区一宮地区のののの公共施設公共施設公共施設公共施設はははは「「「「一一一一

宮宮宮宮地区地区地区地区のののの公共公共公共公共施設施設施設施設再編再編再編再編」」」」にににによよよよりりりり移転移転移転移転集集集集

約約約約すすすするるるる計画計画計画計画ががががあああありりりり、、、、既既既既ににににそそそそのののの基本構想基本構想基本構想基本構想

がががが市市市市ホームページホームページホームページホームページ等等等等でででで公公公公表表表表さささされれれれていていていていまままま

す。す。す。す。当該当該当該当該説明文説明文説明文説明文はははは、、、、基本構想基本構想基本構想基本構想がががが公公公公表表表表ささささ

れれれれていていていているるるるここここととととをををを前提前提前提前提ととととししししてててて記述記述記述記述をををを行行行行っっっっ

てててておおおおりりりりまままます。す。す。す。    



    

33333333    

P33P33P33P33    一宮一宮一宮一宮図書館図書館図書館図書館についてについてについてについて    

今今今今、一宮の再編計、一宮の再編計、一宮の再編計、一宮の再編計画が画が画が画が進んでいる進んでいる進んでいる進んでいるが、が、が、が、

４つの分館のうち、後から分館になっ４つの分館のうち、後から分館になっ４つの分館のうち、後から分館になっ４つの分館のうち、後から分館になっ

た一宮、小坂井の蔵書数が他の分館にた一宮、小坂井の蔵書数が他の分館にた一宮、小坂井の蔵書数が他の分館にた一宮、小坂井の蔵書数が他の分館に

比べて少なすぎる比べて少なすぎる比べて少なすぎる比べて少なすぎるのののので、で、で、で、一宮一宮一宮一宮図書館図書館図書館図書館にににに

ついついついついててててはははは、、、、増床、増冊を増床、増冊を増床、増冊を増床、増冊を、、、、ままままたたたたリリリリニュニュニュニュ

ーアルーアルーアルーアル済済済済みみみみのののの小坂小坂小坂小坂井井井井図書図書図書図書館館館館にににについついついついててててもももも

増冊増冊増冊増冊をををを望望望望むむむむ。。。。    

一一一一宮宮宮宮図書館図書館図書館図書館にににについついついついててててはははは、、、、全庁的全庁的全庁的全庁的ななななファファファファ

シリティシリティシリティシリティマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの方針方針方針方針にににに従従従従いいいい、、、、

ままままた、た、た、た、現在現在現在現在進進進進めめめめていていていているるるる「「「「一宮一宮一宮一宮地区地区地区地区のののの公公公公

共共共共施設施設施設施設再編再編再編再編」」」」にににによよよよりりりり、、、、今後今後今後今後検討検討検討検討をををを行行行行うううう

たたたためめめめ、、、、本計画本計画本計画本計画ににににはははは記載記載記載記載をををを行いません行いません行いません行いません。。。。

小坂小坂小坂小坂井井井井図書館図書館図書館図書館のののの増増増増冊冊冊冊ににににつつつついいいいてててては、は、は、は、毎年毎年毎年毎年

度度度度のののの図書図書図書図書資料資料資料資料等等等等のののの新規購入新規購入新規購入新規購入と、と、と、と、古古古古くくくくなななな

ったったったった図書図書図書図書資料資料資料資料等等等等のののの除籍除籍除籍除籍作業作業作業作業のののの調整調整調整調整ののののうううう

ええええ、、、、可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで行行行行ってってってってまいまいまいまいりりりりまままます。す。す。す。    

33334444    

PPPP33334444    施策施策施策施策のののの方方方方向向向向(4)(4)(4)(4)ICTICTICTICT をををを活用したサ活用したサ活用したサ活用したサ

ービスービスービスービスの促進を積極的に実施することの促進を積極的に実施することの促進を積極的に実施することの促進を積極的に実施すること

を期待を期待を期待を期待すすすするるるる。。。。特特特特にににに電子図書館電子図書館電子図書館電子図書館へへへへのののの移移移移

行、行、行、行、図書図書図書図書のののの電子化電子化電子化電子化にににについついついついててててはははは、、、、図図図図書書書書館館館館

のののの電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍ににににスマスマスマスマホホホホかかかからららら簡単簡単簡単簡単ににににアクセアクセアクセアクセ

ススススすすすするるるるここここととととががががででででききききれれれればばばばよよよよりりりり多多多多くくくくのののの人人人人にににに

利用利用利用利用さささされれれれるるるるとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

今今今今後後後後もももも電子図書電子図書電子図書電子図書館館館館のののの充実充実充実充実をををを始始始始めめめめ、、、、よよよよりりりり

多様多様多様多様なななな非非非非来館来館来館来館型型型型サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供ででででききききるるるる

ようようようよう検討検討検討検討をををを進進進進めめめめまままますすすす。。。。    

    

33335555    

PPPP35353535「「「「①①①①施設の長寿命化など適正施設の長寿命化など適正施設の長寿命化など適正施設の長寿命化など適正な管な管な管な管

理運営理運営理運営理運営」」」」    

五つ目五つ目五つ目五つ目の○の説明文に「フの○の説明文に「フの○の説明文に「フの○の説明文に「ファァァァシリティシリティシリティシリティ

マネジメント」マネジメント」マネジメント」マネジメント」という言葉が出てという言葉が出てという言葉が出てという言葉が出てくくくくるるるる

がががが一般的な言葉では一般的な言葉では一般的な言葉では一般的な言葉ではないないないないたたたため、め、め、め、わかりわかりわかりわかり

やすいやすいやすいやすい言葉に置き換える言葉に置き換える言葉に置き換える言葉に置き換えるかかかか、、、、言葉の説言葉の説言葉の説言葉の説

明が明が明が明が必要必要必要必要であであであである。る。る。る。    

注釈注釈注釈注釈ととととしししして「て「て「て「（（（（地方地方地方地方公共公共公共公共団体団体団体団体がががが所管所管所管所管すすすす

るるるる公共施設公共施設公共施設公共施設をををを最適最適最適最適なななな状態（状態（状態（状態（コストコストコストコスト最小、最小、最小、最小、

効果効果効果効果最大）最大）最大）最大）でででで保有、保有、保有、保有、運営運営運営運営、、、、維持維持維持維持すすすするるるるたたたた

めめめめのののの総総総総合合合合的的的的なななな管理手法）管理手法）管理手法）管理手法）」」」」をををを追追追追記記記記ししししまままま

す。す。す。す。    

33336666    

PPPP36363636    人が集まる図書館に縛られるこ人が集まる図書館に縛られるこ人が集まる図書館に縛られるこ人が集まる図書館に縛られるこ

となくとなくとなくとなく、人々にアクセスされる図書館、人々にアクセスされる図書館、人々にアクセスされる図書館、人々にアクセスされる図書館

であることが重要であると考えであることが重要であると考えであることが重要であると考えであることが重要であると考えるるるる。。。。    

ショッピングモールショッピングモールショッピングモールショッピングモールななななどどどどにににに設置設置設置設置ししししたたたたらららら

どうどうどうどうか。か。か。か。    

将来将来将来将来のののの土土土土地地地地・・・・施設施設施設施設利用等利用等利用等利用等のののの検討検討検討検討のののの際際際際のののの

参考参考参考参考ととととささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

    

33337777    

P48P48P48P48「「「「((((1111))))豊川市中央図書館協議会等へ豊川市中央図書館協議会等へ豊川市中央図書館協議会等へ豊川市中央図書館協議会等へ

の報告と評価による進の報告と評価による進の報告と評価による進の報告と評価による進行管理行管理行管理行管理」」」」二つ目二つ目二つ目二つ目

の○での○での○での○で「「「「設定した指標を用いて毎年度設定した指標を用いて毎年度設定した指標を用いて毎年度設定した指標を用いて毎年度

客客客客観的に進捗状況を点検・評観的に進捗状況を点検・評観的に進捗状況を点検・評観的に進捗状況を点検・評価し価し価し価しまままま

す。」す。」す。」す。」ととととああああるるるるがががが、進行管理は「主な施、進行管理は「主な施、進行管理は「主な施、進行管理は「主な施

策」として掲げられた各項目について策」として掲げられた各項目について策」として掲げられた各項目について策」として掲げられた各項目について

行われる行われる行われる行われるべきべきべきべきでででであああありりりり、、、、設定され設定され設定され設定されたたたた成果成果成果成果

指標指標指標指標数値が達成で数値が達成で数値が達成で数値が達成できたからといって各きたからといって各きたからといって各きたからといって各

施施施施策が順調に進行した策が順調に進行した策が順調に進行した策が順調に進行したとはとはとはとは言言言言ええええない。ない。ない。ない。    

豊豊豊豊川市子川市子川市子川市子ども読書活動推進ども読書活動推進ども読書活動推進ども読書活動推進計画計画計画計画でででで

は、は、は、は、実施計画実施計画実施計画実施計画のののの進行管理を各施策ごと進行管理を各施策ごと進行管理を各施策ごと進行管理を各施策ごと

にににに行って行って行って行っておおおおりりりり、、、、本計画本計画本計画本計画においても「主においても「主においても「主においても「主

なななな施策施策施策施策」ごとに具体的な目標数値」ごとに具体的な目標数値」ごとに具体的な目標数値」ごとに具体的な目標数値をををを設設設設

定し、進行管理を行う定し、進行管理を行う定し、進行管理を行う定し、進行管理を行うべきべきべきべきであであであであるるるる。。。。    

本計画本計画本計画本計画は、は、は、は、本本本本市市市市のののの図書館行政図書館行政図書館行政図書館行政におにおにおにおけけけけるるるる

今後今後今後今後のののの方針方針方針方針をををを示示示示すすすすももももののののでででですすすすのののので、で、で、で、例示例示例示例示

いいいいたたたただいだいだいだいたたたた豊川市豊川市豊川市豊川市子子子子どどどどもももも読書読書読書読書活動活動活動活動推進推進推進推進

計画計画計画計画のののの実施実施実施実施計画計画計画計画にににに相当相当相当相当すすすするるるる内容内容内容内容を、を、を、を、直直直直

接接接接掲載掲載掲載掲載すすすするるるるここここととととははははししししまままませせせせんんんんがががが、、、、来年度来年度来年度来年度

以降以降以降以降はははは、、、、本計画本計画本計画本計画にににに基基基基づいづいづいづいてててて毎年度毎年度毎年度毎年度、、、、事事事事

業計画業計画業計画業計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、目標目標目標目標をををを設定設定設定設定ししししまままます。す。す。す。

ここここのののの事業事業事業事業計画計画計画計画のののの実施実施実施実施状況状況状況状況をををを豊川市豊川市豊川市豊川市中中中中央央央央

図書館図書館図書館図書館協議会協議会協議会協議会に、に、に、に、ままままたたたた主要主要主要主要実施実施実施実施事業事業事業事業をををを

一部一部一部一部はははは豊川市豊川市豊川市豊川市教育教育教育教育行政行政行政行政事務事務事務事務点検点検点検点検評価評価評価評価

委員委員委員委員会会会会にににに実施実施実施実施方法方法方法方法やややや実績実績実績実績値値値値ななななどどどどをををを含含含含めめめめ

てててて報告報告報告報告しししし、、、、評価評価評価評価をををを受受受受けけけけ、、、、そそそそのののの結果結果結果結果をををを次次次次

年度年度年度年度以降以降以降以降のののの施策施策施策施策にににに生生生生かかかかしししし事業事業事業事業実施実施実施実施すすすするるるる

進行進行進行進行管理を管理を管理を管理を行って行って行って行ってまいまいまいまいりりりりまままますすすす。。。。    

33338888    

PPPP50505050「「「「(2)(2)(2)(2)計画計画計画計画のののの策定策定策定策定経過」経過」経過」経過」のののの表表表表にににに「「「「子子子子

どどどどもももも読書活動読書活動読書活動読書活動にににに関関関関すすすするるるるアンケートアンケートアンケートアンケート調調調調

査」査」査」査」ととととああああるるるるがががが、、、、ここここののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果はははは

本計画本計画本計画本計画ににににどどどどののののようようようようにににに反映反映反映反映さささされれれれたたたたののののかかかか。。。。    

直接的直接的直接的直接的ななななアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果はははは本本本本計画計画計画計画にににに記記記記

載載載載ししししていていていていまままませせせせんんんんがががが、、、、基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２施策施策施策施策のののの

方向方向方向方向⑵⑵⑵⑵子子子子どどどどもももも読書活動読書活動読書活動読書活動のののの支援支援支援支援のののの施策施策施策施策のののの

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組のののの参考参考参考参考ととととししししていていていていまままます。す。す。す。ままままた、た、た、た、

本計画本計画本計画本計画のののの策定策定策定策定作業作業作業作業とととと並並並並行行行行ししししてててて、、、、当該当該当該当該アアアア

ンケーンケーンケーンケートトトトのののの結果結果結果結果ななななどどどどをををを参考参考参考参考に、に、に、に、現在、現在、現在、現在、

子子子子どどどどもももも読書読書読書読書活動活動活動活動推進推進推進推進計画計画計画計画のののの実施計画実施計画実施計画実施計画のののの

大幅大幅大幅大幅なななな見直見直見直見直ししししをををを行行行行っていっていっていっていまままます。す。す。す。    

    

    

    



    

項目：項目：項目：項目：「「「「そそそそのののの他他他他」」」」に関するに関するに関するに関することことことこと    

No.No.No.No.    意 見 等意 見 等意 見 等意 見 等 の 要 旨の 要 旨の 要 旨の 要 旨    市 の 考市 の 考市 の 考市 の 考 え 方え 方え 方え 方    

39393939    

選書選書選書選書と廃棄と廃棄と廃棄と廃棄によによによによるるるる、、、、より良い蔵書をより良い蔵書をより良い蔵書をより良い蔵書を

構成構成構成構成すすすするるるるにはにはにはには、、、、優れた本の専門優れた本の専門優れた本の専門優れた本の専門家家家家((((司司司司

書書書書))))が必が必が必が必要要要要だだだだがががが、、、、センスの良い選書センスの良い選書センスの良い選書センスの良い選書とととと

残すべき本を見分ける目を持つ司書残すべき本を見分ける目を持つ司書残すべき本を見分ける目を持つ司書残すべき本を見分ける目を持つ司書

はははは、、、、経験経験経験経験と研修によって育と研修によって育と研修によって育と研修によって育つつつつももももののののななななのののの

で、で、で、で、図書図書図書図書館の一番の基本の館の一番の基本の館の一番の基本の館の一番の基本の蔵書を作る蔵書を作る蔵書を作る蔵書を作る

司書を育てる重要性についての項目を司書を育てる重要性についての項目を司書を育てる重要性についての項目を司書を育てる重要性についての項目を

基本計画に基本計画に基本計画に基本計画に入れ入れ入れ入れるるるるべべべべききききであであであであるるるる。。。。    

司書司書司書司書のののの育成育成育成育成にににについついついついてててては、は、は、は、十分十分十分十分にににに認識認識認識認識をををを

ししししていていていていまままますすすすが、が、が、が、定期定期定期定期的的的的なななな人事人事人事人事異動異動異動異動をををを伴伴伴伴

うううう市市市市のののの人事人事人事人事制度制度制度制度にににによよよよりりりり配置配置配置配置さささされれれれるるるる職員職員職員職員

にににについついついついてててては、は、は、は、本計画本計画本計画本計画へへへへのののの記載記載記載記載でででではははは実効実効実効実効

性性性性をををを担保担保担保担保ででででききききないないないないたたたため、め、め、め、別途、別途、別途、別途、市市市市のののの人人人人

事事事事評価評価評価評価制度制度制度制度のののの中中中中でででで、、、、そそそそのののの重要性重要性重要性重要性やややや育成育成育成育成

のののの必要性必要性必要性必要性にににについついついついてててて記載記載記載記載ししししていていていていまままます。す。す。す。    

ままままた、た、た、た、中央図書中央図書中央図書中央図書館館館館のののの窓口窓口窓口窓口業務業務業務業務等等等等をををを委託委託委託委託

ししししていていていているるるる業者業者業者業者にににに対対対対ししししててててはははは、、、、そそそそのののの業務業務業務業務仕仕仕仕

様様様様書書書書ななななどどどどにおいにおいにおいにおいてててて、、、、一定数一定数一定数一定数のののの司書司書司書司書のののの配配配配

置置置置と、と、と、と、継継継継続的続的続的続的なななな研修研修研修研修のののの実施実施実施実施ななななどどどどにににによよよよるるるる

人材人材人材人材育成育成育成育成をををを求求求求めめめめてててていいいいまままます。す。す。す。    

44440000    

愛知県図書館が愛知県図書館が愛知県図書館が愛知県図書館が行行行行ってってってっていいいいた自動車た自動車た自動車た自動車

文庫文庫文庫文庫は、は、は、は、旧町立図書館、図書室ができ旧町立図書館、図書室ができ旧町立図書館、図書室ができ旧町立図書館、図書室ができ

て、業務は終了したと聞くて、業務は終了したと聞くて、業務は終了したと聞くて、業務は終了したと聞くがががが、、、、本本本本市市市市でででで

のののの実施実施実施実施をををを検討検討検討検討ししししててててほほほほしいしいしいしい。。。。    

予算・予算・予算・予算・人員人員人員人員のののの確保確保確保確保のののの関係関係関係関係かかかからららら当当当当面面面面のののの実実実実

施施施施予定予定予定予定はあはあはあはありりりりまままませせせせんんんんが、が、が、が、今後今後今後今後のののの参考参考参考参考とととと

ささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

44441111    

図書図書図書図書館の閉架について館の閉架について館の閉架について館の閉架について    

中央図書館の閉中央図書館の閉中央図書館の閉中央図書館の閉架の状況架の状況架の状況架の状況はははは、、、、設備の設備の設備の設備の

不具合不具合不具合不具合がががが多多多多くくくく、、、、大変大変大変大変心配心配心配心配であであであであり、り、り、り、今後今後今後今後

も丁寧に対応しても丁寧に対応しても丁寧に対応しても丁寧に対応してほほほほしいしいしいしいが、が、が、が、分館分館分館分館、生、生、生、生

涯学習センターとの連携を深めていく涯学習センターとの連携を深めていく涯学習センターとの連携を深めていく涯学習センターとの連携を深めていく

ことで、ことで、ことで、ことで、運営の可能性が広がると思運営の可能性が広がると思運営の可能性が広がると思運営の可能性が広がると思うううう

のののので、で、で、で、これからこれからこれからこれから分館分館分館分館をををを新新新新ししししくくくくすすすするるるるときときときとき

にはにはにはには閉閉閉閉架の容架の容架の容架の容量を量を量を量を多めに確保多めに確保多めに確保多めに確保すすすするるるるとととととととと

ももももにににに、、、、４４４４つの生涯学習センターの書架つの生涯学習センターの書架つの生涯学習センターの書架つの生涯学習センターの書架

を増やすことも必要を増やすことも必要を増やすことも必要を増やすことも必要だだだだとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

ままままた、た、た、た、児童児童児童児童館館館館ややややぎょぎょランドぎょぎょランドぎょぎょランドぎょぎょランドななななどどどど

のののの市内各施設に市内各施設に市内各施設に市内各施設には小さな棚がいくつかは小さな棚がいくつかは小さな棚がいくつかは小さな棚がいくつか

ああああるるるるのののので、で、で、で、中央図書館からの目配りが中央図書館からの目配りが中央図書館からの目配りが中央図書館からの目配りが

あるあるあるあるとととと良良良良いいいいとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

現現現現在在在在のののの閉架の管理を考えるだけでも閉架の管理を考えるだけでも閉架の管理を考えるだけでも閉架の管理を考えるだけでも

膨大な作膨大な作膨大な作膨大な作業だと業だと業だと業だと思思思思ううううがががが、、、、専門の知識を専門の知識を専門の知識を専門の知識を

持った持った持った持った職員職員職員職員の確保の確保の確保の確保に注力に注力に注力に注力すすすするるるるとととととととともももも

に、に、に、に、仕事仕事仕事仕事をををを上手に切り出すことで可能上手に切り出すことで可能上手に切り出すことで可能上手に切り出すことで可能

になるはずのになるはずのになるはずのになるはずの障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用にににについついついついててててもももも検検検検

討討討討ししししててててほほほほしいしいしいしい。。。。    

閉閉閉閉架架架架書庫書庫書庫書庫のののの管理管理管理管理にににについついついついててててはははは、、、、重要性重要性重要性重要性をををを

十分十分十分十分にににに認識認識認識認識ししししておておておておりりりり、、、、継続的継続的継続的継続的にににに検討検討検討検討をををを

行行行行ってってってっておおおおりりりり、、、、分館分館分館分館をををを始始始始めめめめ各各各各施設施設施設施設ででででのののの閉閉閉閉

架架架架容量容量容量容量のののの確確確確保保保保やややや連携連携連携連携にににについついついついててててはははは、、、、今後今後今後今後

のののの参考参考参考参考ととととささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

市内市内市内市内各各各各施設施設施設施設へへへへのののの目配目配目配目配りりりりととととししししてててて、、、、現在、現在、現在、現在、

保保保保健健健健センタセンタセンタセンターーーーのののの健健健健診診診診のののの待合室待合室待合室待合室にににに中央中央中央中央図図図図

書館書館書館書館のののの司書司書司書司書がががが、、、、中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館がががが購入購入購入購入ししししたたたた

絵本絵本絵本絵本ななななどどどどをををを排排排排架架架架すすすする「る「る「る「ふふふふれあいえれあいえれあいえれあいえほほほほん」ん」ん」ん」

コーナコーナコーナコーナーーーーのののの設設設設置置置置をををを行行行行っていっていっていっていまままますすすす。。。。児児児児童童童童

館館館館にににについついついついてててても、も、も、も、依頼依頼依頼依頼にににに応応応応じじじじてててて中央図書中央図書中央図書中央図書

館館館館のののの絵本絵本絵本絵本ななななどどどどをををを配配配配置置置置ししししておておておておりりりり、、、、今後今後今後今後もももも

継続継続継続継続ししししててててまいまいまいまいりりりりまままます。す。す。す。    

障害者障害者障害者障害者雇用雇用雇用雇用にににについついついついてててては、は、は、は、市市市市人事課人事課人事課人事課とととともももも

連携連携連携連携し、し、し、し、今後今後今後今後のののの参考参考参考参考ととととささささせせせせてててていいいいたたたただだだだきききき

まままます。す。す。す。    

    

44442222    

図書館に人を招く事業について図書館に人を招く事業について図書館に人を招く事業について図書館に人を招く事業について    

市市市市内各内各内各内各所で行われている所で行われている所で行われている所で行われている相談事業相談事業相談事業相談事業

を、図書館にを、図書館にを、図書館にを、図書館に迎え入れること迎え入れること迎え入れること迎え入れることも検討も検討も検討も検討しししし

ててててははははどうどうどうどうかかかか。。。。本が本が本が本があああある場所でひととおる場所でひととおる場所でひととおる場所でひととお

話ができる環境も、きっと話ができる環境も、きっと話ができる環境も、きっと話ができる環境も、きっと心心心心にににに良良良良いいいい作作作作

用があると用があると用があると用があると考考考考ええええるるるる。。。。    

相談相談相談相談事業事業事業事業のののの性質性質性質性質上上上上、、、、プライバシプライバシプライバシプライバシーーーーやややや個個個個

別別別別のののの事情事情事情事情をををを勘案勘案勘案勘案ししししたたたた特別特別特別特別なななな配慮配慮配慮配慮ななななどどどどがががが

必要必要必要必要であであであであるるるるとととと考考考考ええええるるるるたたたため、め、め、め、現時点現時点現時点現時点でででではははは

検討検討検討検討のののの予定予定予定予定はあはあはあはありりりりまままませせせせんんんんがががが、、、、中央図書中央図書中央図書中央図書

館館館館ででででは、は、は、は、市市市市のののの他部署他部署他部署他部署やややや外部団体外部団体外部団体外部団体ととととのののの連連連連

携携携携にににによよよよる「る「る「る「図書館図書館図書館図書館コラボコラボコラボコラボイベント」イベント」イベント」イベント」事事事事

業業業業へへへへのののの参加参加参加参加団体団体団体団体をををを、、、、毎年度毎年度毎年度毎年度、、、、募集募集募集募集ししししてててて

おおおおり、り、り、り、過去過去過去過去ににににはははは不登校不登校不登校不登校児児児児をををを持持持持つつつつ保護者保護者保護者保護者

向向向向けけけけのののの相談相談相談相談会会会会やややや創業・創業・創業・創業・起起起起業業業業支援支援支援支援のののの相談相談相談相談

会、会、会、会、育児育児育児育児のののの相談会相談会相談会相談会ななななどどどどををををコラボコラボコラボコラボイベンイベンイベンイベン

トトトトととととししししてててて開催開催開催開催ししししたたたた実績実績実績実績もあもあもあもありりりりまままますすすすののののでででで、、、、

今後、今後、今後、今後、相談相談相談相談事業事業事業事業のののの実施主体実施主体実施主体実施主体かかかからららら応募応募応募応募がががが

ああああれれれればばばば、、、、図書館図書館図書館図書館ででででのののの実施実施実施実施のののの検討検討検討検討をををを行行行行いいいい

まままますすすす。。。。    



    

44443333    

学校との連携について学校との連携について学校との連携について学校との連携について    

司書教諭や学校司書の皆さんと、中司書教諭や学校司書の皆さんと、中司書教諭や学校司書の皆さんと、中司書教諭や学校司書の皆さんと、中

央図書館で懇央図書館で懇央図書館で懇央図書館で懇談の時間を持談の時間を持談の時間を持談の時間を持ててててるようにるようにるようにるように

してしてしてしてははははどうどうどうどうかかかか。。。。    

平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年３３３３月月月月策定策定策定策定のののの豊川市豊川市豊川市豊川市子子子子どどどどもももも読読読読

書書書書活動活動活動活動推進推進推進推進計画計画計画計画のののの実施計画実施計画実施計画実施計画にににに基基基基づづづづきききき、、、、

児童・児童・児童・児童・生徒生徒生徒生徒のののの読書活読書活読書活読書活動動動動をををを推進推進推進推進すすすするるるるたたたためめめめ

学校学校学校学校司書（司書（司書（司書（司書教諭司書教諭司書教諭司書教諭））））ととととのののの話し合話し合話し合話し合いいいいのののの

場場場場（（（（司書ミーティング）司書ミーティング）司書ミーティング）司書ミーティング）をををを毎年毎年毎年毎年設設設設けけけけてててて

おおおおりりりり、、、、小学校小学校小学校小学校やややや市図書館市図書館市図書館市図書館ななななどどどどをををを会場会場会場会場とととと

ししししてててて情報交換情報交換情報交換情報交換やややや学校学校学校学校図書館図書館図書館図書館ととととのののの連連連連携携携携なななな

どどどど話し合話し合話し合話し合いいいいをををを実施実施実施実施ししししていていていていまままますすすす。。。。    

44444444    

傷みやすい本について傷みやすい本について傷みやすい本について傷みやすい本について    

社会の変化に伴い、館内滞在社会の変化に伴い、館内滞在社会の変化に伴い、館内滞在社会の変化に伴い、館内滞在型の利型の利型の利型の利

用が増えていくことが用が増えていくことが用が増えていくことが用が増えていくことが想定されて想定されて想定されて想定されていいいいるるるる

が、が、が、が、貸し出しの数字には表貸し出しの数字には表貸し出しの数字には表貸し出しの数字には表れれれれない成果ない成果ない成果ない成果

がそこにあるかもしがそこにあるかもしがそこにあるかもしがそこにあるかもしれれれれないないないないとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

子どもの絵本と、マンガは大変子どもの絵本と、マンガは大変子どもの絵本と、マンガは大変子どもの絵本と、マンガは大変傷傷傷傷みみみみ

やすやすやすやすく、く、く、く、そそそその一の一の一の一方で時機を逃すと手に方で時機を逃すと手に方で時機を逃すと手に方で時機を逃すと手に

入りにくいものも入りにくいものも入りにくいものも入りにくいものもあるあるあるある。。。。ままままた、た、た、た、滞在型滞在型滞在型滞在型

での利用を考えるとき、貸し出しの実での利用を考えるとき、貸し出しの実での利用を考えるとき、貸し出しの実での利用を考えるとき、貸し出しの実

績績績績ががががないまま傷んでいくないまま傷んでいくないまま傷んでいくないまま傷んでいく絵本が絵本が絵本が絵本があるあるあるあるかかかか

もしれないもしれないもしれないもしれないが、が、が、が、傷んでしまう絵本ほど、傷んでしまう絵本ほど、傷んでしまう絵本ほど、傷んでしまう絵本ほど、

需要が高い需要が高い需要が高い需要が高い可能性があ可能性があ可能性があ可能性がある。る。る。る。    

マンガについては、電子書籍での確マンガについては、電子書籍での確マンガについては、電子書籍での確マンガについては、電子書籍での確

保保保保も検討した方がいいかもも検討した方がいいかもも検討した方がいいかもも検討した方がいいかもしれしれしれしれず、ず、ず、ず、ママママ

ンガ図書館との連携の可能性ンガ図書館との連携の可能性ンガ図書館との連携の可能性ンガ図書館との連携の可能性も検討も検討も検討も検討

ししししててててみみみみててててははははどうどうどうどうかかかかとととと考考考考ええええるるるる。。。。館内でタ館内でタ館内でタ館内でタ

ブレット等の貸し出しなどができれブレット等の貸し出しなどができれブレット等の貸し出しなどができれブレット等の貸し出しなどができれ

ば、閲覧数・傾向の把握もできるかもば、閲覧数・傾向の把握もできるかもば、閲覧数・傾向の把握もできるかもば、閲覧数・傾向の把握もできるかも

しれないしれないしれないしれない。。。。ままままたたたた、、、、利用者の健康を考え利用者の健康を考え利用者の健康を考え利用者の健康を考え

るとるとるとると、、、、時間での制限、一冊ごとの制限時間での制限、一冊ごとの制限時間での制限、一冊ごとの制限時間での制限、一冊ごとの制限

をををを用意し、区切りを用意し、区切りを用意し、区切りを用意し、区切りを持たせてあげる工持たせてあげる工持たせてあげる工持たせてあげる工

夫が必要夫が必要夫が必要夫が必要かかかかももももしれしれしれしれないないないない。。。。    

就労支援などについて就労支援などについて就労支援などについて就労支援などについては、並べて選は、並べて選は、並べて選は、並べて選

べる状況を作ることが必要だとべる状況を作ることが必要だとべる状況を作ることが必要だとべる状況を作ることが必要だと思思思思うううう。。。。    

展示と電子展示と電子展示と電子展示と電子化の配分は今後化の配分は今後化の配分は今後化の配分は今後もももも検検検検討討討討

が必要が必要が必要が必要ででででああああるるるる。。。。    

図書館図書館図書館図書館にににに関関関関すすすするるるる様々様々様々様々なななな可能性可能性可能性可能性のののの分析分析分析分析

とととと、、、、そそそそれれれれにににに基基基基づづづづくくくくごごごご提案提案提案提案をいをいをいをいたたたただだだだききききまままま

ししししたたたた。い。い。い。いずずずずれれれれにににについついついついてててても、も、も、も、今後今後今後今後のののの参考参考参考参考

ととととささささせせせせていていていていたたたただだだだききききまままます。す。す。す。    

    

45454545    

図書館図書館図書館図書館は健康な人もは健康な人もは健康な人もは健康な人も不自由の不自由の不自由の不自由のないないないない

人人人人も誰もが使も誰もが使も誰もが使も誰もが使える良い公共サービスえる良い公共サービスえる良い公共サービスえる良い公共サービスでででで

ああああるるるる。必要な予算はきちんと。必要な予算はきちんと。必要な予算はきちんと。必要な予算はきちんと配分され配分され配分され配分され

るようるようるようるよう願願願願っていっていっていっているるるる。。。。    

毎年度毎年度毎年度毎年度のののの市市市市全体全体全体全体のののの財政財政財政財政状況状況状況状況やややや事業事業事業事業のののの優優優優

先先先先順位順位順位順位ななななどどどどをををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、必必必必

要要要要なななな予算予算予算予算のののの確保確保確保確保にににに努努努努めめめめててててまいまいまいまいりりりりまままますすすす。。。。    

    

    


