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 報 告  

平成３０年度 山形市立図書館事業について 

平成３０年度 図書館の運営方針 

１ 基本的方向性 

「山形市教育大綱」及び「山形市教育振興基本計画」に基づき、「生涯学び 人や地域とかか

わり よりよい社会を築く人づくり」を目指します。 

また、山形市立図書館基本方針に基づき、生活の充実、地域課題や生活課題への市民の主体

的学習を支援するため、多様な資料・情報の充実に努め、身近な情報拠点、地域文化の創造の

場としての図書館、さらに市民とともにさまざまな企画や図書館運営を図ることにより、市民

のニーズを反映し、市民からより一層親しまれる図書館を目指します。 

２ 基本施策 

基本施策 「山形市教育振興基本計画」における位置付け  

(１) 市民の主体的学習を支援する図書館運営 
生涯学び、人と地域とかかわり、よりよい

社会を築く人づくり 

３ 具体的取組 

 具体的な取組 取組内容 

 

（１）市民の立場に立

った図書館サービ

スの充実 

①児童・青少年向け資料の充実 

児童・青少年向けの資料や、青少年の進路選択に役立つ資料を

収集し提供した。 

⇒ 児童向図書所蔵数 約 93,000冊 

           （H30年度受入 約 3,270冊） 

  

②高齢者向け資料の収集と館内環境の整備 

大活字本や録音図書資料を収集し提供するとともに、高齢者に

分かりやすく、手に取りやすい本の配置等に努めた。 

⇒ 大活字図書所蔵数 約 2,700冊 

 （H30年度受入 約 60冊） 

  

③来館困難者への資料提供 

団体貸出を通して、老人福祉施設や障がい者福祉施設などの入

所者等へ資料を提供した。 

⇒ 提供状況 12施設 約 2,700冊 

  

④多言語資料の収集と提供 

外国人とのコミュニケーション等に役立つような、英語をはじ

めとする諸外国語の資料を収集し提供した。 

⇒ 多言語資料所蔵数 約 800冊 

⇒ 外国語絵本所蔵数 約 650冊 
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（２）ＩＣＴを活用し

た情報提供の推進 

①インターネットを通じたレファレンスサービス提供 

電子メールや図書館ホームページを通したレファレンスサービ

スを行った。 

⇒ 対応状況 10件 

②インターネット予約サービスの活用 

インターネット予約サービスの普及促進に努めた。 

⇒ 利用状況  59.48％(普及状況推移 H26:40.7%、

H27:49.7%、H28:52.7%、H29:56.95%) 

③オンラインデータベースによる情報提供 

法令情報や官報情報などのオンラインデータベースを活用した

情報提供を行った。 

⇒ 利用状況 83件 

 

（３）資料の収集・整

備・保存とその提

供の充実 

①図書館資料の収集と提供 

提供できる資料について、市民ニーズや資料収集方針に基づき

収集するとともに、その提供に努めた。 

年度 登録者数 貸出者数 蔵書冊数 貸出冊数 

H30 39,845 190,300 406,434 936,432 

H29 40,287 190,883 410,653 940,148 

H28 40,992 201,965 412,832 1,006,111 

H27 41,011 203,818 414,917 1,024,491 

H26 41,893 209,146 413,541 1,061,541 

H25 42,436 215,081 410,897 1,113,290 

H24 42,322 222,782 418,986 1,169,525 

②不用資料の活用 

不用となった資料の有効活用のため、図書リサイクルで学校、

保育園、幼稚園などの施設や各種団体、市民へ提供した。 

 区 分 実施月日 
施設数 

・人数 
冊数 

本 施設向 9月 5日 48団体 約 2,000 

館 一般向 9月 17日 約 700人 約 10,100 

 中央 11月 24日～12月 10日 － 約 1,400 

分 東部 10月 27､28日 － 約 600 

館 北部 9月 29､30日 － 約 800 

 霞城 10月 27､28日 － 約 500 

計   約 15,400 

(H29年度合計 約 15,400冊 H28年度合計 約 11,500冊)   

  ③郷土資料の収集と提供 

郷土に関する資料の発行情報の把握に努め、図書、雑誌等の資

料を収集・提供した。 

④地域課題解決などの取組支援 

起業、資格取得や就労等のビジネス支援特集コーナー、子育て

支援特集コーナーなどを設置し資料の提供に努めた。 
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⑤レファレンスサービスの実施 

レファレンスニーズに対応できる資料の整備や、研修等により

専門能力を向上させ、サービスの向上に努めた。 

⇒ 対応件数 170件 

⇒ 照会事項の例 「法律用語や答弁書の様式について」「山

形市六日町の郷土情報について」「高原町庚申堂について」 

など 

 

⑥特集コーナーの充実 

地域課題解決などの取り組み支援のほか、季節のテーマ、文学

賞ならびに市が開催するイベント等に関する資料を集めた特集コ

ーナーの充実に努めた。 

 

⑦視聴覚教材の貸出 

児童・青少年健全育成、地域福祉をはじめ、社会教育に役立つ

視聴覚資料を、地域で活動する社会教育団体等へ提供した。 

 

（４）多様な学習の機

会や活動・発表の

場の提供 

①講座・講演会の開催 

郷土の歴史や身近な社会問題など市民のニーズに応える講座

や、郷土出身の作家等を招いた講演会を開催した。 

  

②乳幼児・児童向け事業の充実 

乳幼児・児童向けのおはなし会や、読み聞かせをはじめとする

各種イベントを開催した。 

  

③展示会の開催 

読書への関心を高めるため、展示ホールや玄関展示コーナーを

活用した図書等資料の展示を行った。 

  

④事業実施における図書館ボランティアとの協働 

各種講座・講演会、乳幼児・児童向け事業、展示会等の企画・

運営を図書館ボランティアと協働で行った。 

 

（５）子どもの年齢に

応じた図書館サー

ビス 

①乳幼児向け資料の充実と事業の展開 

乳幼児や児童向けの絵本、児童図書、紙芝居等を収集し、提供

できる資料の充実に努めた。 

⇒ 児童向図書所蔵数  約 93,000冊 

（H30年度受入 約 3,270冊） 

⇒ 紙芝居所蔵数    約 3,900冊 

（H30年度受入 約 120冊） 

図書館ボランティアの協力のもと、おはなし会や読み聞かせな

どの事業を実施し、乳幼児の読書活動推進に努めた。 

  

②幼稚園・保育所等への資料提供 

保育園や幼稚園等へ団体貸出により乳幼児・児童向けの資料を

提供した。  ⇒ 利用状況  20施設 約 2,400冊 

  

③子育て支援に役立つ資料の提供 

健康課との連携で１歳６ケ月検診時に配付する、乳幼児向けの

絵本を紹介したパンフレット「絵本とあそぼう」を作成した。 

   ⇒ 作製部数 2,000部 

児童書等を紹介する本の新聞「としょかん Kids」を作成し配

布した。  ⇒ 年 4回発行 
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（６）学校図書館との

連携と学校教育活

動への支援 

①学校図書館の運営支援 

学校図書館の運営を支援するため、市内小中学校の学校図書館

図書整理員研修会等を開催した。 

⇒ H30.8.3開催 38人出席 

 

②児童、生徒の学習支援 

児童生徒の学習支援のため、学校からの依頼に基づき教科等の

テーマに応じた資料を選定し、団体貸出により提供した。 

⇒ 利用状況 33校  約 1,640冊 

夏休み自由研究のテーマ選定や進め方についての相談会を開催

した。また、自由研究に役立つ図書を集めた特集コーナーを設

け、児童生徒の自主的な学習の支援に努めた。 

⇒ 開催状況 H30.8.1 相談員：8人、相談者：30人 

学校との共催による学校訪問おはなし会を行った。 

⇒ 実施状況 5校 のべ17回  約 1,100人 

 

③職場体験学習の受け入れ 

中学生の職場体験学習を受け入れた。 

⇒ 受入状況 5、1月 3校（山七中、山十中、蔵王一中） 

              計 12人 

④「としょかん Kids」の発行 

本の新聞「としょかん Kids」の発行に際しては、学校の協力

のもと児童・保護者らのお気に入りの本を紹介する記事を掲載す

るとともに、季節に応じたテーマに沿った児童書を紹介し、児童

らの図書館利用促進に努めた。 

 

（７）広報・広聴及び

情報発信の充実 

①図書館だよりの発行 

「図書館だより べにばな」を発行し、図書館の利用案内、催

し物の開催や図書館ボランティアの活動状況など情報提供を行っ

た。(年４回季節ごと) 

  

②各種媒体を活用した広報活動の実施 

「広報やまがた」、市公式ホームページ「なんたっすやまが

た」、市公式フェイスブックページ並びに図書館ホームページを

活用し、催し物の開催、図書館の利用案内など様々な媒体を活用

し情報提供を行った。 

  

③利用者アンケートの実施 

利用者アンケートをとおした利用者の意向把握に努めた。 

⇒ 実施期間 H30.12.1～12.7 

本館、分館ともに休館日を除いた 6日間 

  

④ユネスコ創造都市ネットワーク映画部門加盟認定に係る事業の実

施 

玄関展示コーナーで関連資料の展示を行ったり、読書週間事業

において「映画」をテーマとして、実写化された作品や、映画に

まつわる資料の展示を行った。 

⇒玄関展示の実施   H30.7月 

⇒２階展示ホールでの展示 H30.10月～11月 
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（８）市民参加による

図書館運営 
①市民参加による図書館運営 

図書館ボランティアと協働で図書館運営の充実を図った。 

若者支援ＮＰＯが実施する職業体験を受け入れた。 

図書館協議会における意見反映に努めた。 

 

（９）質の高いサービ

スを支える体制の

整備 

①図書館サービスの向上 

より良いサービス、専門性の高いサービスの提供のため、内部

研修の実施や各種研修会等へ参加し、資質向上に努めた。 

 

②分館の充実 

資料の貸出・返却、予約資料の受け取りなど、本館と分館間の

ネットワークの充実に努めた。 

各分館のニーズ、利用者層、利用資料の傾向、規模等に応じた

蔵書構成の充実に努めた。 

  

③図書館システムの利便性向上 

図書館情報システムの更新や図書館ホームページのリニューア

ルなどを行い、利用者の利便性向上に努めた。 

  

④本館内バリアフリー化及び設備改修など施設環境づくりの推進 

館内の段差解消等、利用に際し支障のある箇所の改修を行い、

利用しやすい施設環境づくりとともに、昇降機や電動書庫等各種

設備の維持・管理のため保守点検を実施し、老朽箇所の改修工事

を実施した。 

⇒ 改修工事等の実施状況 

・本館１階利用者用トイレ段差解消工事 

・本館南側非常出口階段手摺設置工事 

・本館地下重油タンク漏出防止対策工事 

・本館耐震改修及び本館屋根改修設計 

・児童開架床タイル修繕 

・本館高窓開放オペレーター修繕 

・更衣室サッシ改修工事 

  

⑤危機管理体制の整備 

危機管理研修の開催や実際のリスクを想定した机上訓練を実施

した。 

 


