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第５章 計画推進のための取り組み 

 

 この章では、第４章で示した基本目標に沿って、本市図書館が今後取り組む

内容を具体的に示しています。 

  

※ 第５章において『中央館』及び『地域館』とは、サービスの拠点としての

表現であり、『中央館』とは中央図書館を、『地域館』とは各分館を示してい

ます。 
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 基本目標１   人と地域づくりを支える空間 

1 地域における図書館サービス機能の向上 

 あらゆる市民に図書館サービスが均等に行き渡る全域サービスを目指します。

また、その体制づくりに取り組んでいきます。 

1.1 地域の公共施設を利用した図書館ネットワーク機能の拡充 

高齢化が進むことを想定すれば、図書館から一定の距離がある地域へのサ

ービス提供や、来館が困難な人へのアウトリーチ・サービス（図書館への来

館が困難なためサービスが受けられない人々のために、図書館側が積極的に

館外奉仕を行うこと。）が重要となります。 

  このため、既存公共施設を活用した地域館（分館）の設置やサービスポイ

ントの整備、ブックポストの整備を進めるとともに、利用困難者等に対する

配本サービスや団体貸出制度の充実を図ることで、図書館サービス・ネット

ワーク機能の強化・拡充を行っていきます。 

また、市町合併により、図書館サービスの対象地域が拡大されており、同

一市内におけるサービスの格差のないようにするためには、全域サービスの

実現とサービスの質的向上を目指す必要があります。このため、中央館の役

割と地域館の役割を明確化し、中央館は、専門性を一層高めるとともに、地

域館への支援等を行っていきます。そして、地域館では、それぞれの地域に

密着したサービスの提供を行っていきます。また、中央館は中央館としての

機能充実に加え、その近隣住民に対しては地域館と同様な地域サービスを提

供していきます。 
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中央図書館をコアとする図書館サービス・ネットワーク図 

 

 中央図書館の役割   ⑴から⒇までの役割を担ってます。 

  中央館は、中核的役割を担うため、次のようなサービスの実施に努めます。 

 

     地域館の役割  ⑴から⑿までの役割を担ってます。 

地域館では、住民の身近な図書館として、日常の問題解決に

役立つ参考図書や教養書、実用書、読み物など、地域に適した

資料を整備し、主に次のようなサービスの実施に努めます。 

⑴ 閲覧、貸出、予約（リクエスト）サービス 

⑵ レファレンス・サービス（資料相談） 

⑶ 文献複写サービス 

⑷ 児童サービス 

⑸ 高齢者サービス 

⑹ 障害があって図書館を利用することが難しい人への 

サービス（身体に障害がある人へのサービス） 

⑺ ＹＡ(ヤングアダルト)サービス 

⑻ 多文化社会に対応したサービス 

⑼ 地域資料の収集・整備 

⑽ 文化活動、集会活動など本と親しむ機会の提供 

⑾ 情報提供サービス 

⑿ 学校図書館への支援・協力 

⒀ 視聴覚資料、電子資料等の収集・整備と地域館への支援 

⒁ 広報活動 

⒂ 職員等への研修 

⒃ ボランティア受入れ事業 

⒄ システム全体の連絡調整・庶務機能 

⒅ 選書・受入業務 

⒆ 資料保存機能 

⒇ リサイクル本のマネジメント 
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２ 市民、地域、学校、関係機関等と連携したサービスの推進 

市民ボランティアや市民団体、他の図書館等関係機関との連携により、幅

広い利用者に図書情報を提供していくとともに、市内の文化施設との連携を

進め、地域振興の推進や地域文化の創造・発展を図ります。 

さらに、学校における問題解決型の学習への対応として、学校との連携・

協力を拡充します。 

2.1 市民及び地域との連携した図書館の運営 

図書館の運営には、市民が持っているさまざまな能力を活用することが重

要となっています。また、さまざまな知識や技術をもったボランティア団体

等との連携・協力は、利用者ニーズの把握や事業の継

続にも欠かせないものとなります。 

図書館職員が直接行うより、ボランティア団体の協

力を得て行う方が効果的であるかどうかを分析し、ボ

ランティア団体等との柔軟な協力体制をつくり上げて

いく必要があります。 

2.2 学校との物流・情報ネットワークの構築と子どもの読書活動の推進 

現在、小中高校の学生向けに、図書館見学の受入や修学旅行等の事前学習

用資料の貸出、調べ学習の支援や職場体験の受入等を実施しています。 

今後、学校との連携・協力を密にしながら、図書資料を活用した学習を広

く支援するとともに、そのための体制づくりに取り組んでいきます。具体的

には、各学校では所蔵しにくい高額本や複数所蔵が必要な本等を中心に学校

連携用の資料の充実を図るとともに、市立図書館と小中学校の資料が相互に

円滑に活用出来るよう、学校と図書館間の物流ネットワーク（配送システム）

や情報ネットワーク（所蔵情報の相互利用）の構築を積極的に進めていきま

す。 

また、読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創

造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠く

ことのできないものです。 
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こうしたことから、知的好奇心を満たす図書資料を充実し、ブックスター

トから小学生、中学生、高校生と継続して本に親しめる環境を整備していく

必要があります。このため、「豊川市子ども読書活動推進計画」（平成２２年

度策定）を推進し、学校や関係機関と連携しながら子どもの読書活動の推進

に取り組んでいきます。 

2.3 公共施設、行政機関等との連携した情報の提供 

本市には、文化会館をはじめ、桜ヶ丘ミュージアム、天平の里資料館など、

さまざまな文化施設があります。こうした施設と連携した企画展示を行うな

どして、情報提供機能の拡大と地域文化の創造・発展に取り組んでいきます。

また、市職員が主体的に施策の企画立案を行うことが増えていることから、

業務上必要な情報の収集を支援している職員向け資料の貸出やレファレン

ス・サービスにも取り組んでいきます。 

さらに、きめ細かな資料搬送サービスと組み合わせることにより、県内の

図書館の資料を十二分に活用して、県内の公立図書館との相互協力を通じて

サービスを展開していきます。また、東三河地域に立地している大学では、

各々が専門的な図書資料等の情報を保有しているので、市民の高度な知的要

求に応えるためにも、これらの大学図書館や専門図書館が保有する蔵書資料

を有効活用できように相互協力体制を検討していきます。 

３ 誰もが利用しやすい図書館サービスの充実 

乳幼児から児童、青少年、シニア世代、障害者、外国人等、利用者に応じ

た各種サービスの充実を図り、誰もが利用しやすい図書館を目指します。 

⑴ 乳幼児と保護者へのサービス 

ア 絵本の読み聞かせやパネルシアターなどの活動の充実を図り、乳幼

児が保護者とともに絵本などに親しむとともに、図書館が乳幼児と保

護者同士の交流の場となるよう工夫します。 

イ 保育園や幼稚園などと連携し、ブックリストの発行や児童だより、

広報・ホームページでの情報発信を充実し、絵本などを通して子育て

支援を行います。  
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⑵ 小・中学生へのサービス 

ア より魅力的な図書資料の収集に努め、読書の楽しさを知り、子ども

たちが自ら進んで積極的な読書活動を行うことができるよう、館内テ

ーマ展示や図書館ホームページ等を通じてさまざまな子ども向け事

業のＰＲ、情報提供のあり方を検討します。 

イ 市内の児童館、小・中学校図書館や子ども関係機関との連携や協力

を深め、情報交換会を開催するなどの事業協力を行うなど、子どもの

読書活動の中心的な機関としての機能の充実を図ります。 

ウ 小・中学校の調べ学習や体験活動等について、より効果的な学習・

活動が展開できるよう、図書の団体貸出を促進し、職業体験の受入を

積極的に行うなど、学校における教育活動への連携を進めます。 

⑶ 高校生・大学生へのサービス 

ア 市内の高校と連携し、高校生・大学生の読書ニーズを把握するとと

もに、この年代の多様な関心に応えられる資料収集、ホームページ等

を通じたティーンズコーナー（ＹＡ）や青少年対象講座のＰＲ等、情

報発信に努めます。 

イ 将来の進路、職業等に関する情報等について、市内の高校とも情報

交換等を行い、多角的な視野から考えることができるよう、資料収集、

情報提供を行います。 

ウ 図書の団体貸出を促進し、職業体験の受入を積極的に行うなど、学

校における教育活動への連携を進めます。 

⑷ 成人へのサービス 

ア 市民の生涯学習活動を支援するため、幅広いニーズに対応した多様

な学習資料や情報を収集し、積極的な提供に努めます。 

イ 科学技術や産業の発展、国際情勢の変化等に適確に対応できるよう、

資料や情報の収集、提供に努めます。 

ウ ビジネス支援の観点から、就職・転職、起業・職業能力開発、日常

の仕事等に役立つデータベース検索の充実に努めるほか、データベー

ス利用のＰＲやわかりやすいビジネス支援情報の提供、関係書籍の館

内テーマ展示など、情報・資料提供サービスの促進に努めます。  
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⑸ 高齢者へのサービス 

ア 高齢者に配慮した施設整備を進め、安全で安心して利用できる図書

館づくりに努めます。 

イ 大活字本や視聴覚資料の充実や、拡大読書器等の機器の整備に努め

ます。 

ウ ボランティア団体とも連携を図り、対面朗読や宅配サービスなど、

きめ細かなサービスに努めます。 

⑹ 障害者へのサービス 

ア 障害者に配慮した施設整備を進め、安全で安心して利用できる図書

館づくりに努めます。 

イ 点字資料・録音資料等の充実とそれに付随する機器類の整備・充実

に努めます。 

ウ ボランティア団体との連携を図り、対面朗読や宅配サービスなど、

きめ細かなサービスに努めます。 

エ 所蔵資料利用のためのわかりやすい目録等の整備やホームページの

活用方法の検討を行います。 

⑺ 外国人へのサービス 

 所蔵資料の積極的な活用を促進するため、外国人向けに、図書館利用

案内の作成や広報、ホームページでのわかりやすい情報提供に努めます。 

４ サービスを支える体制の構築 

  質の高いサービスを提供する基盤として、図書館運営を担う人材育成を図

るとともに、市民とともに図書館運営の体制を構築します。 

4.1 図書館職員の人材育成 

図書館サービスの充実のためには、サービスを提供する図書館職員のスキ

ルアップが不可欠です。職員に対する司書講習の受講や、外部実務研修への

参加を促すことで、多様なサービスを提供できる人材を育成します。 

また、知識習得機会の拡大や資料選定能力、レファレンス能力の向上を図

るため、外部の専門講師によるスキルアップ研修に職員を参加させ、より専
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門性の高い職員を育成し、経験豊かな図書館職員の確保に努めます。 

4.2 図書館運営の評価システムの構築 

現在、図書館では、学校教育及び社会教育の関係者をはじめ、ボランティ

ア団体などで家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者等から構成

される図書館協議会を設置し、図書館運営についての提言をいただくととも

に、利用者アンケートを活用しながら、サービスの向上を図ってきました。 

  2008 年（平成 20 年）６月 に、図書館法が改正され、法第７条の３で「図

書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に

基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。」とされました。 

これにより、各年度の図書館経営・サービスの状況について、図書館協議

会の協力を得つつ、経営（運営）・サービス目標及び数値目標等の達成状況

に関し自ら点検及び評価を行うとともに、運営状況に関する情報を積極的に

住民に提供を行っていくことにより、その結果を改善に結びつける ＰＤＣ

Ａ（Plan→Do→Check→Action）サイクルを構築していきます。 
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基本目標２   人の学びと暮らしに役立つ空間 

１ 地域の情報拠点としてのインフラ構築 

 新しいメディアによる情報提供を拡大し多様な要求に応えていきます。 

1.1 電子書籍サービスなど図書資料のハイブリッド活用の構築 

近年では、ｋｉｎｄｌｅをはじめ、ｉＰａｄ、スマートフォ

ン、タブレット型端末などのように電子書籍を読むことのでき

る多種多様な機器が登場し、電子書籍が身近な存在になってき

ています。 

電子書籍のメリットは、時間や場所に制約されず、いつでも、どこでも利

用(閲覧、貸出、返却等)できることや、検索や障害者・高齢者のための音声

出力や文字拡大などの利用者支援機能を利用できる、といった利便性にあり

ます。また、図書館にとっては保管場所をとらない(省スペース) 、地域資

料や商業ベースにのらない書籍を容易に電子化して保存し提供することが

できる、非来館者サービスの拡充（アウトリーチ・サービス）といったメリ

ットがあります。 

一方、図書館が扱う必要のあるデジタルコンテンツ（電磁的記録資料）は、

電子書籍だけでなく、電子ジャーナル（学術雑誌）をはじめ、デジタル雑誌、

書誌データベース、商用データベースなどあり、今後もその種類、媒体、技

術は変化していくことが予想されています。 

図書館は、多くの印刷資料 (本や新聞、雑誌等 )と、インターネットや 

Ｗｅｂ上で提供されているさまざまなデータベース等のネットワーク情報

資源を同じ場所で、同時に活用できる公共施設でもあります。 

出版メディアの変貌という時代の大きな潮流の

中で、従来の印刷資料とデジタル情報が共存し、ハ

イブリッドな活用ができる図書館を目指します。 
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1.2 ＩＴを活用した先進的な管理システムの再構築 

本市図書館では、貸出冊数や予約件数は着実に増加しており、本を借りる

ために行列に並ぶ状況です。今後は、最新技術であるＩＣタグによる自動貸

出・返却システムなどのＩＴを活用した管理システムの導入を検討するとと

もに、自動貸出機や返却機、予約棚などのシステムを検討して貸出や返却に

要する時間の短縮など、利便性の向上を図ります。また、自動貸出機の導入

により、図書館員の目に触れない形での貸出を可能とし、プライバシー保護

の強化を検討していきます。 

また、ＩＴの活用により、障害者等の図書館への来館が困難な人々にとっ

ても情報を活用できる範囲が広がり、自立の促進につながることが期待され

るため、そのような観点からも取り組みを進めていきます。 

  さらに、今後は、行政機関等が発行する電子情報を整理・保存し、デジタ

ル・アーカイブ機能を志向することも、図書館の重要な役割になっていくと

考えられます。一方で、ＩＴ化の進展に伴い、住民がこれを十分活用できる

ようにするため、利用の案内・支援や他の社会教育施設等と連携して情報リ

テラシーの向上を目指した講座を開設していくことも図書館の重要な役割

となってきます。 

２ 市民の課題解決を支える機能の充実 

市民の学びや日常生活を送る上での課題・問題解決に役立つ資料や情報を収

集し、図書資料等要求の多様化に対応していきます。 

2.1 地域の課題解決の支援 

図書館は、住民の読書を支援するだけでなく、地域の課題解決に向けた取

組に必要な資料や情報を提供し、住民が日常生活を送る上での問題解決に必

要な資料や情報を提供するなど、地域や住民の課題解決を支援する機能の充

実が求められています。課題解決支援には、行政支援、学校教育支援、ビジ

ネス（地場産業）支援、子育て支援などがあります。そのほか、医療・健康、

福祉、法務などに関する情報や地域資料などの地域の実情に応じた情報提供

サービスも求められています。 
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  また、図書館には、これらの課題を的確に把握し、課題解決に関連する資

料の収集や課題解決に向けたレファレンス・サービスを充実・高度化してい

くことが求められています。 

  今後、市民の抱える課題に応じた情報を収集し、提供していきます。また、

これらの情報を効率的に利用出来るよう、関連資料の案内図やサインの整備、

テーマ別資料コーナーや展示コーナーの設置、配架の工夫、文献探索やパス

ファインダー（利用者が文献を調べたり調査を進めたりできるようにするた

めの手引き）の作成などに取組んでいきます。 

2.2 学びを支える情報の収集、提供、発信 

図書館では、インターネット検索用パソコンの設置、商用データベースを

導入し、情報収集を支援しています。また、地域情報として、地域の新聞や

雑誌等の収集を積極的に行っています。  

  生涯学習や、社会人が大学等の教育機関を利用して再び学びの機会を得る

「リカレント教育」の重要性が高まりを見せる中、利用者のさまざまな学び

を支えていくため、図書館が積極的に情報の収集、提供、発信を行っていく

ことが求められています。  

  今後は、インターネットリンク集の作成や外部データベースの充実を図る

とともに、現在、中央館のみに導入している公衆無線ＬＡＮ設備を各地域館

まで拡大し、図書館が直接保有していないネットワーク情報資源へのアクセ

ス環境の提供に取り組んでいきます。 

2.3 レファレンス・サービスの充実 

図書館では、読書案内やレファレンス・サービスを実施するとともに、現

在、電子メールによるレファレンスにも対応しています。高度なレファレン

スには、県図書館や近隣市の図書館の協力も得ながら、情報提供を行ってい

ます。 

  近年、インターネットの普及に伴って、容易に情報を入手することが出来

るようになりましたが、情報の信頼性などの問題も生じています。図書館が

利用者にとって有益な施設であり続けるためには、さまざまな資料を通じた

情報提供を行うとともに、レファレンス・サービスを充実・高度化していく
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ことが重要です。 

  レファレンス・サービスを効果的に行うには、インターネット上で公開さ

れている図書、雑誌記事や新聞記事等の商用データベースのほか、各種の機

関や団体が公開している情報源の活用が不可欠となります。パスファインダ

ー（利用者が文献を調べたり調査を進めたりできるようにするための手引き）

を作成したり、講習会を開催することなどにも取り組んでいきます。 

豊川市図書館は、すべての利用者にとって、最も身近な図書館として、信

頼される存在となるようなレファレンス・サービス体制を整えます。 

３ 学びと暮らしに役立つ情報資料の提供 

⑴ 一般図書 

ア 一般図書については、多様化する市民のニーズに対応し、全分野に

わたり基礎的なものから専門的なものまで幅広く資料を収集してい

ます。その上で、日常生活の課題解決に役立つ資料については、さら

に、中央館はじめ、分館、サービスポイントの立地する地域特性や施

設規模を生かした資料の提供に努めます。 

イ 現在も増え続ける蔵書数に対して、所蔵可能数には限りがあります。

このため、除籍基準の見直しなど、適切な蔵書管理に努めるとともに、

電子書籍の活用なども検討していきます。 

⑵ 新聞・雑誌 

ア 新聞、雑誌等の逐次刊行物については、中央館はじめ、分館、サー

ビスポイントにおいて基本的な資料を中心に収集、保存しています。

一般図書と同様にサービス水準を維持するという観点から、引き続き

各館がそれぞれ収集、保存、提供していきます。 

イ 今後、ますます多様化していくニーズに対応するために、より幅広

い分野の資料を収集し、各館の役割分担を明確にすることが必要です。

中央館においては、従来どおり、基本的なタイトルを中心に幅広い分

野の雑誌と外国語新聞、地方紙を含めた新聞を提供していきます。ま

た、資料的価値の高い雑誌を中心に提供していきます。 

⑶ 視聴覚資料(ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤ等) 
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ア 視聴覚資料については、市民の趣味、教養、文化活動に資するため

の基本的な作品、著名な作品、代表的な作品を収集、保存しています。

なお、特に、ＤＶＤについては、現在、所蔵数が少な

いため、今後はタイトル数の充実を進めていきます。

また、視聴覚資料の電子化も進んできていることから、

これらの資料の導入についても検討していきます。 

⑷ 児童・ヤングアダルト(青少年)資料 

ア 図書館では各館で児童・青少年資料を収集・整備しています。児童

資料については、子どもたちが、本を読む楽しさ、豊かな感性や想像

力を高めることができるような資料の提供を行っていきます。 

イ 青少年資料（ヤングアダルト資料、以下 「ＹＡ資料」と記載。）に

ついては、主に 12 歳から 19 歳という、子どもにも大人にも属さない

年齢の若者が対象であることから、その年代の知的好奇心を刺激する

資料、悩みや切実な問題に対応出来る資料、中高生の学校生活に即し

た、学校行事、進路等に関する資料に対応出来る資料を中心に、また、

青少年活動を支援する資料や情報についても提供していきます。 

  こうした基本的な資料提供に加えて、中央館においては、学校図書

室とのネットワーク連携のコア施設として、調べ学習や修学旅行の事

前学習に対応出来る資料などの提供も行っていきます。 

⑸ 地域資料 

ア 図書館では、地図、雑誌を始めとする地域情報資料や自治体の発行

する行政資料等、そして地域の歴史、民俗に関する出版物等を収集、

保存、提供しています。 

イ 今後、市民の利用に供することが出来る刊行物を中心に、地域の市

民活動の情報資料や各館の地域特性に応じた地域資料を網羅的に収

集、保存、提供していきます。 

ウ 図書館の保有する貴重な資料として、ホームページに目録を公開す

るなど、その情報の発信方法について検討するとともに、貴重な地域

資料については、デジタル化を行うとともに、ホームページでの公開

等を検討していきます。 
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⑹ 高齢者・障害者サービス資料(録音・点字図書) 

ア 図書館では、活字図書による読書が困難な方のための資料として録

音図書を提供しています。現在、録音図書は従来のカセットテープに

代わり、主にＣＤを記録媒体としたものが主流となりつつあります。 

イ 点字図書については、現在のところ一部の図書を所蔵するのみで、

今後は、点字図書のニーズを把握し、点訳ボランティアグループの協

力を得ての作成や他機関からの借受を含めた提供方法を検討します。 

ウ 高齢者や弱視者の利用を想定した大活字図書については、今後も引

き続き利用の推移をみながら、充実・提供を図っていきます。 

⑺ 外国人サービス資料 

 外国人に対応した外国語資料の充実・提供に努めます。 
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基本目標３   人の交流と文化を創る空間 

１ 交流と創造の空間づくり 

 市民の学習、交流、発表等の場を提供するとともに人と本の出会いを通し、

市民の憩いの場として、文化の創造に役立つ空間づくりや安全で安心できる空

間づくりに努めていきます。 

1.1 人との交流を創る市民活動の支援の体制づくり 

図書館関係団体や地域の団体活動に対しては、講座の開催や会議室、多目

的ホール等の利用支援の形で市民活動の支援を行っています。 

市民のニーズが多様化する中で、地域の課題解決は行政だけでなく、ボラ

ンティア団体やＮＰＯ等のさまざまな組織が支えており、市民活動の果たす

役割はより一層重要性を増しています。図書館は、市民の活動を支援する場

として、市民活動等に関わる市民に対してさまざまな情報を提供し、支援す

る役割を果たすことが重要です。 

このため、関係団体と連携しながら、活動に有益な情報の提供や活動記録

の整備などに取り組んでいきます。 

また、図書館で開催される講座や研修において学習した成果を発揮する機

会として、子どもへの読み聞かせや、本の修復や保護、開架書庫の整理など

の活動を行う「図書館サポーター」制度などの体制づくりに取り組んでいき

ます。 

1.2 本に親しめる空間づくり 

近年、読書離れが進んでいると言われており、読書の楽しみや読書から得

られる知識を持つことが難しくなっています。特に、全国的に活字離れが進

んでいると言われている若年層の読書習慣の確保が課題となっています。 

一方で、ネット小説や携帯小説など、新たな読書形態も生まれ、若年層を中

心に新たな文化が形成されつつあり、必ずしも読書離れが進んでいるとは言

えない状況もあります。 

  こうしたことから、本の楽しさを伝えられるよう、講演会の開催、図書館

員のおすすめ本の紹介や図書を読みたい気持ちにさせる手書きのポップの
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掲示など、本への興味を持ってもらえるような取り組みを進めます。 

  また、各図書館では、生活関連図書や時事問題などタイムリーなテーマ別

の展示・配架を行い、利用者が気軽に本に親しめる空間づくりを行っていき

ます。 

1.3 豊かな市民文化を創造する空間づくり 

 豊川市の人や文化、歴史に関する地域資料は、市民の大切な財産です。図

書館は、地域の記録や記憶を財産として蓄積・継承し、次世代に伝える役割

を担っています。 

そこで、地域における文化、行事、自然等のハイビジョン映像資料の収集、

保存、提供や映画観賞会の開催などを行うとともに、『文字・活字文化の日』

における関連事業の実施や豊川市にゆかりのある人物の資料の展示など、地

域性豊かな市民文化を創造する空間づくりに努めます。 

1.4 図書資料のリサイクル化 

市民の蔵書や図書館の資料等について、有効活用を図ります。図書館所蔵

の除籍資料については、これまでは、市内の学校や保育園、公民館、市民館

に無償で提供するといった取り組みを実施していますが、今後は市民や利用

者への提供も行っていきます。また、市

民の多様な蔵書についても有効活用を図

っていくことが重要であり、愛蔵書だけ

ではなく、リサイクルが可能な図書資料

については、受入対象を拡大し、リサイ

クル事業等を通じて市民へのリサイクル

化を進めていきます。 

 

 

 

 

 



   55  
  

２ 安全・安心を高める空間づくり 

火災や自然災害への対応を進めると同時に、館内での犯罪、迷惑行為などの

防止にも取り組み、利用者が快適で安心して利用出来る環境を構築していきま

す。また、利用者の個人情報とプライバシーを守るなど、図書館におけるリス

クマネージメントを強化していきます。 

2.1 安全・安心を高める設備の充実 

現在、中央図書館では、利用者が安心して図書館を利用することが出来る

環境を維持するために、館内に防犯カメラを設置するとともに、時間帯によ

り職員による巡回も実施しています。また、書架等の耐震対策は行っていま

すが、今後とも火災や地震災害等の自然災害に対しても、より充分な安全性

を確保することが必要です。 

  このため、防犯カメラの改修や館内警備をさらに充実させることで、館内

の迷惑行為や犯罪行為等を防ぎます。また、防火や防災対策を進めるなど、

利用者の安全性を高める設備を充実します。 

2.2 個人情報とプライバシーの保護 

図書館では、保有する個人情報については、その使用を、利用目的を達成

するために必要な範囲の情報に限定するとともに、貸出した資料の記録は、

返却処理をすると消去し、個人的な貸出の記録は残しておらず、予約資料の

確保連絡等においても、電子メールに書名は記載せず、プライバシーの保護

を図っています。 

  今後は、ＩＣタグを活用した自動貸出機の導入を検討し、図書館関係者の

目に触れない形での貸出を可能とするなど、一層のプライバシー保護を図る

とともに、図書館システムのセキュリティレベルの更なる向上を図る等、図

書館で扱うさまざまな個人情報を適切に管理する体制を構築します。 

2.3 図書館におけるリスクマネージメントの強化 

現在、東海沖地震等の危険性が高まりつつある中で地震等の自然災害への

対応を進めることが必要です。また、図書館内で発生しうる犯罪、迷惑行為

等のさまざまなリスクを想定した上で、リスク発生時に適切に対応出来るよ
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うな体制を構築することが必要となっています。 

  このため、図書館におけるリスクマネージメントガイド（危機管理手引）

の作成や職員等に対する訓練などを継続的に実施していくことで、図書館の

危機管理体制を強化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


