
１ 基本的方向性

２　山形市教育振興基本計画における施策の展開

生涯学習の推進

３ 具体的取組

生涯学習の推進

市民の主体的学習を支援する図書館運営

令和元年度　山形市立図書館事業について(中間報告)

令和２年度　図書館の運営方針

施策の方向2

基本施策5 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

施策5-2 市民の主体的学習を支援する図書館運営

施策の方向2

基本施策5 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

施策

5-2

近年、登録利用者数、貸出利用数ともに減少傾向にあることから、幅広い年代を取り込

み、利用の拡大を図るための工夫、企画を行う。

また、図書館に求められる役割が、従来までの「借りる・読む・調べる」にとどまらず、

利用者や地域の「課題解決に役立つ情報拠点」へと変化してきていることから、これに応

える図書館づくりを推進する。さらに、今年度は開館４０周年を迎える記念の年であるこ

とから、記念事業を実施していく。

「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、人と地域とかかわり、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。



■取組１ 市民の立場に立った図書館サービスの充実
取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

評
　
価

成　果

課題・
改善案

⑴児童・青少年向け資料の充実

児童・青少年用資料の収集に努め、児童書

コーナー、ヤングコーナーの充実を図る。ま

た、青少年の進路選択に役立つ資料の収集に努

める。

⑵高齢者向け資料の収集と館内環境の整備

①高齢者が利用しやすい大活字資料や録音図書

資料の収集に努める。また、高齢者が分かりや

すく手に取りやすい本の配置と環境の整備に努

める。

②高齢者や周りの家族にとって関心の高い趣味

や医療・ 介護・福祉等の資料の収集に努める。

⑶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

福祉施設の入所者等へ資料提供を行う。

⑷多言語資料の収集と案内掲示

①外国人とのコミュニケーション等に役立つ英

語や、諸外国語の会話集等の資料の収集に努め

る。

②外国人が利用しやすいような多言語表記によ

る館内の案内板や表示板などの充実に努める。

□ 児童・青少年向けや高齢者、一般向け資料の収集を行い蔵書の充実を図り、貸出者数、

貸出冊数の増加につながっている。(P5表Ⅰ参照)

令和元年度目標値 R元.12月末現在 達成率

貸出者数 190,500人 145,868人 76.6％

貸出冊数 937,000冊 703,439冊 75.1％

■ 今年度は、耐震補強及び屋根改修の大規模工事を実施したため、館内の一部が制限され

る面もあったが、開館しながらの目標達成に向け、幅広い利用者を対象にした図書館サー

ビスの充実に努める。

● 児童・青少年用資料の収集を行い、児童書コー

ナー、ヤングコーナーの充実を図った。また、青少

年の進路選択に役立つ資料の収集を行った。

・児童向図書所蔵数R元.12月末 約90,800冊

（H31.4～R元.12月受入約 2,250冊）

●①高齢者が利用しやすい大活字資料や録音図書資

料の収集を行った。高齢者が分かりやすく手に取

りやすい本の配置と環境の整備を図った。

大活字図書所蔵数 R元.12月末 約2,700冊

（H31.4～R元.12受入 約80冊）

②高齢者や周りの家族にとって関心の高い趣味や

医療・介護・福祉等の資料の収集を行った。

● 団体貸出を通して、老人福祉施設や障がい者福祉

施設入所者への資料提供を行った。

・提供状況 H31.4～R元.12月 7件 約2,400冊

●①外国人とのコミュニケーション等に役立つ英語や、

諸外国語の資料収集、提供を行った。

②外国人が利用しやすいよう、多言語表記による案

内表示の充実を図った。

・多言語資料所蔵数 R元.12月末 約620冊

(H31.4～R元.12月受入 23冊)

・外国語絵本所蔵数 R元.12月末 約640冊

(H31.4～R元.12月受入 8冊)



評
　
価

成　果

課題・
改善案

取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

■取組２ ＩＣＴを活用した情報提供の推進

⑴インターネット予約サービスの利便性向上

インターネットによる図書館資料予約サービ

スの普及を促進するとともに、より利便性の高

いシステムの運用に努める。

⑵メール・レファレンスサービスの普及

電子メールによるレファレンスサービスの普

及を図り利用の拡大に努める。

⑶オンラインデータベース※2を活用した情報提供

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う。

※2 オンラインデータベース：インターネット

などのネットワークを経由し遠隔地から利用でき

る様々な情報の検索できるデータベースの総称で

ある。多くは民間事業者が構築している商用の

データベースで、提供事業者と利用契約を結び、

蓄積された情報を検索・閲覧するもので、データ

ベースには、新聞記事、雑誌記事、ビジネス情報、

辞典、人物、文献、法令等情報など数多くの種類

がある。

□ インターネット予約のサービス普及につなげるため、積極的に利用者への案内を行い普

及につなげられた。

■ オンラインデータベースを活用した情報提供で、使用できるパソコンが１台のみである

ため、利用者希望者が複数となった場合、すぐに使用できない状況があるため、パソコン

増設が必要である。

● インターネットによる図書館資料予約サービ

スの普及を促進するとともに、より利便性の高

いシステムの運用を図った。

・利用状況 H31.4～R元.12月 61.6%

(令和元年度目標値 61.0%)

● 電子メールによるレファレンスサービスの普

及を図り利用の拡大を図った。

・利用状況 H31.4～R元.12月 9件

● 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 H31.4～12 約80件



取組の実施状況（実績）取組の目的・概要（運営方針）

■取組３ 資料の収集・整備・保存とその提供の充実

⑴蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

①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、適切な質・量の確保に努める

とともに、限られた収蔵スペースの有効活用を図

る。

②不要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、市民へ提供する。

⑵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、パンフレット、チラシ、音声・映像

等の資料を幅広く収集し、提供する。

⑶地域課題解決の取組支援

①山形市、山形県で発行している行政資料や地

図等を収集し提供する。

②起業、資格取得や就労等を支援していくため

の資料を収集し提供する。

③子育て、教育、医療、健康、福祉、まちづく

り等の市民生活や地域を豊かにするための資料を

収集し、提供する。

⑷レファレンスサービスの向上と充実

①レファレンスニーズに対応できる資料の整備

や、研修等による専門能力の向上を図り、サー

ビスの向上と充実に努める。

②国立国会図書館レファレンス協同データベー

ス、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資

料送信サービス並びに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、レファレ

ンスサービスの充実に努める。

③求められる情報に関して、その情報源となる

人若しくは機関、組織を知らせるレフェラル

サービスの提供に際し、必要な情報源の整理に

努める。

⑸視聴覚資料の提供

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する。

●①市民ニーズや資料収集方針に基づき、適切な

質・量の確保を図るとともに、限られた収蔵ス

ペースの有効活用を図った。＜表Ⅰ＞

②本のリサイクル事業を行い、不要となった資

料を、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。＜表Ⅱ＞

● 郷土に関する図書・雑誌・パンフレット・チ

ラシ、映像資料や地図等を収集し、提供した。

●①山形市、山形県で発行している行政資料や地

図等を収集し提供した。

②起業、資格取得や就労等を支援していくため

の資料として、各地の商工月報を収集し提供した。

③子育て、教育、医療、健康、福祉、まちづく

り等の市民生活や地域を豊かにするための資料と

して、各分野で発行している刊行物等を収集し提

供した。

●①レファレンスニーズに対応できる資料の整備

や、研修等による専門能力の向上を図り、サー

ビスの向上と充実を図った。

・対応件数 H31.4～12 約110件

・照会事項の例

「護国神社の創設当時と移転後の場所が確認で

きる地図」「楽器や声の周波数が分かる資料」

「最上氏時代の山形城下絵図他関連本」「井深

大の幼児教育論を引きつぐ人その人の著作につ

いて」「山形にあった『第2霞城館』という映

画館について」「昔の馬見ヶ崎川の流れ(小学

生)」「紅花摘歌の『そもじ』の意味」「水野

氏が幕末に近江に持っていた飛地の代官所の場

所等について」 など

②国立国会図書館レファレンス協同データベー

ス、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資

料送信サービス並びに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、レファレ

ンスサービスの充実を図った。

③求められる情報に関して、その情報源となる

人若しく

は機関、組織を知らせるレフェラルサービスの

提供に際

し、必要な情報源の整理を行った。

● 児童・青少年健全育成、地域福祉をはじめ、

社会教育に役立つ交通安全啓発ＤＶＤなどの視聴

覚資料について、地域で活動する団体等へ提供し

た。

表Ⅰ：登録・貸出・蔵書

区分 H31(12月末) H30年度 H29年度

登録者数 40,349人 39,845人 40,287人

貸出者数 145,868人 190,300人 190,883人

貸出冊数 703,439冊 936,432冊 940,148冊

蔵書冊数 405,871冊 406,434冊 410,653冊



参照Ⅱ：リサイクル

評
　
価

成　果

課題・
改善案

約 8,800冊

分　館 人　数 － － －

冊　数 約 10,100冊 約 11,000冊
一般

団体
施設数 48件 41件

H28年度

本
　
館

区　分 H30年度 H29年度

603人 616人711人

42件

冊　数 約 2,000冊 約 2,500冊 約 2,000冊

人　数

□ 市民ニーズに応える資料収集を行ったほか、本のリサイクル事業を行い、限られた収蔵

スペースの有効活用を図った。

■ 蔵書スペースが限られており、所蔵資料の整理などによる所蔵スペースの確保が課題と

なっている。

貸出者・貸出冊数、新規登録者数(4～12月)

H30　A H31 B
前年比
B-A

前年比
B/A

貸出者数 143,255 145,868 2,613 101.80%
貸出冊数 701,769 703,439 1,670 100.20%
新規登録者 2,018 2,067 49 102.40%

表Ⅰ：登録・貸出・蔵書

区分 H31(12月末) H30年度 H29年度

登録者数 40,349人 39,845人 40,287人

貸出者数 145,868人 190,300人 190,883人

貸出冊数 703,439冊 936,432冊 940,148冊

蔵書冊数 405,871冊 406,434冊 410,653冊

表Ⅱ：リサイクル

本 施設向 9月5日 43団体 約1,800

館 一般向 9月15日 約700人 約12,900

中央 10月10日～20日 － 約1,000

分 東部 10月26､27日 － 約500

館 北部 9月28､29日 － 約800

霞城 10月26､27日 － 約300

合計 約17,300

実施月日 冊数施設数・人数区　分



評
　
価

成　果

課題・
改善案

■取組４ 多様な学習の機会や活動・発表の場の提供
取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

⑴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

ズに応える各種講座や、文字・活字文化の日、

読書週間にあわせた講演会、郷土出身の作家等

を招いた講演会を企画、開催する。

⑵幼児・児童向け事業の充実

幼児・児童向けに開催している「絵本とあそ

ぼう」「おはなしの広場」「おはなし会～耳か

らきく読書～」「絵本とわらべうたの広場」な

どのおはなし会のほか、「紙芝居を楽しむ会」

「人形劇を楽しむ会」「バルーンアートを楽しむ

会」「ミニコンサート」などのイベントを現在

実施しているが、今後も幼児・児童が絵本や物

語に親しむ事業の充実を図る。

⑶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、読書週間、教育・文

化週間にあわせて実施する資料展示、山形市平

和都市宣言事業として戦争と平和に関する資料

の展示会、毎年、数多く出版される郷土の出版

物等の展示会をはじめ、開催する講座・講演会

のテーマに沿った内容のほか、時宜にあった

テーマの展示会等を企画、開催する。

⑷事業実施における図書館ボランティアとの協働

上記の各種講座・講演会、乳幼児・児童向け

事業、展示会等の企画・運営に際しては、図書

館ボランティアと協働で行う。

● 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

講演会を企画、開催した。<別表>

● 幼児・児童向けに開催している「絵本とあそ

ぼう」「おはなしの広場」「おはなし会～耳か

らきく読書～」「絵本とわらべうたの広場」な

どのおはなし会のほか、「紙芝居を楽しむ会」

「人形劇を楽しむ会」「バルーンアートを楽し

む会」「吹奏楽ミニコンサート」などのイベン

トを実施し、幼児・児童が絵本や物語に親しむ

事業の充実を図った。

● 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、読書週間、教育・文

化週間にあわせた資料展示、山形市平和都市宣

言事業として戦争と平和に関する資料の展示の

ほか、平和の尊さを考える親子映画上映会を開

催した。また、毎年、数多く出版される郷土の

出版物等の展示会をはじめ、開催する講座等の

テーマに沿った内容のほか、時宜にあったテー

マの展示会等を企画、開催した。

● 各種事業の企画・運営に際しては、図書館ボ

ランティアと協働で行った。

□ ボランティアの協力を得て郷土の作家を講師とする講座・講演会、読み聞かせ講座等の

幼児・児童向け事業を開催したほか、40周年記念事業として、親子映画上映会や、東北芸

工大の協力を得て「夜の図書館！40周年誕生会」等のイベントを開催し、普段図書館を訪

れない市民が図書館に来館するきっかけ作りとなった。

講座、講演会等開催件数 令和元年度目標値 R元.12月末現在

110件 96件

■ 家庭保育の幼児が減少していること等から平日の読み聞かせ事業参加者が伸び悩んでい

るが、日曜日に開催される「べにっこひろば」への出張読み聞かせには、一定数の参加者

がいる。今後とも幅広い年代が参加できる講座やイベントなどを開催し、普段図書館を訪

れない市民が図書館に来館するきっかけ作りを継続していく必要がある。そのために、大

学、公民館、民間団体など様々なセクターに図書館運営に協力を仰ぎ、内容の充実を図っ

ていく。



評
　
価

成　果

課題・
改善案

取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

■取組５ 子どもの年齢に応じた図書館サービス

⑴乳幼児向け資料の充実と事業の展開

①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る

②おはなし会や読み聞かせなどの事業を通し、

乳幼児の読書活動の推進に努める。

③事業の実施に際しては図書館ボランティアの

協力のもと、参加しやすい環境づくりに努める。

⑵幼稚園・保育所等への資料提供と読み聞かせの

実施

①保育所・幼稚園等へ団体貸出により資料を提

供する。

②園児等に、小さいころから図書館利用の楽し

さを感じとってもらえるよう、図書館見学などを

受け入れた。

③保育所・幼稚園等からの依頼により、図書館

ボランティアの協力を得て訪問し、読み聞かせを

開催する。

⑶子育て支援に役立つ資料の提供

①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」を作成して、1歳6ケ月検診

の受診時に配付し、小さい頃から本に触れる楽

しさを感じる環境づくりに努める。

②児童書等を紹介する本の新聞「としょかん

Kids」の内容充実に努める。

□ 児童向けの図書の収集および買い替えを積極的に行い、より本に親しみやすい環境づく

りを行った。また、児童向けのいくつかの事業では80人以上集まる事業もあった。

■ 参加者の少ない事業については、ニーズに対応するための広報の仕方を考え、日時を変

更するなど対応していく必要がある。

●①乳幼児や児童向けの絵本、児童図書、紙芝居

等について、職員が図書館流通センターなどから

情報を収集し、資料の充実を図った。

・児童向図書所蔵数 R元.12月末 約90,800冊

（H31.4～R元.12月受入約 2,250冊）

・紙芝居所蔵数R元.12月末 約3,300冊

（H31.4～R元.12月受入 66冊）

②おはなし会や読み聞かせなどの事業を通し、

乳幼児の読書活動の推進を図った。

③事業に際しては図書館ボランティアの協力の

もと、参加しやすい環境づくりで実施した。

●①保育所・幼稚園等へ団体貸出により、絵本等

資料を提供した。

②園児等に、小さいころから図書館利用の楽し

さを感じとってもらえるよう、図書館見学などを

受け入れた。

③保育所・幼稚園等に訪問し、読み聞かせを開

催した。

●①「絵本とあそぼう」を作成し、1歳6ケ月検診

時に配布した。

・発行部数 2,000部

②本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」を年4回作成

し、保育所・幼稚園、小学校等に配布した。

・発行部数 500部/号



評
　
価

成　果

課題・
改善案

■取組６ 学校図書館との連携と学校教育活動への支援
取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

⑴学校図書館の運営支援

①学校図書館の運営を支援するため、図書整理

員研修会を開催する。

②学校を訪問し、学校図書館の運営の工夫や課

題、児童生徒の委員会活動について、情報交換

や助言等の支援をする。

⑵学習支援の推進

①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する。

②夏休み自由研究相談会を開催するほか、自由

研究のテーマ選定や研究の進め方などに役立つ図

書を展示するなど、児童生徒の自主的な学習を支

援する。

③学校との共催による学校訪問おはなし会を、

職員が図書館ボランティアの協力を得て訪問し実

施する。

⑶職場体験学習等の受け入れ

①中学2年生の職場体験学習をはじめ、児童生徒

の職場体験や就業体験を受け入れる。

②小学校のまち探検や社会科見学、中学校の社

会科学習等の図書館見学受け入れを通し、図書館

への理解と児童生徒の利用促進を図る。

⑷「としょかんＫｉｄｓ」の発行と学校との協力

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ほか、発行

する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る。

□ 山形市小学校長会及び中学校長会へ参加し団体貸出をはじめとする市立図書館のサービ

スをPRし、連携の強化を図った。

■ 担当教諭との意見交換の機会をさらに設けるなど、より学校との連携を深め、ニーズを

把握し資料の充実など学校教育の支援ができるよう努めていく必要がある。

●①「学校図書整理員研修会」を開催した。

・開催日 令和元年8月2日 44人出席

②学校図書館との運営や市図書館との連携につ

いて、山形市小学校長会及び中学校長会に出席し、

意見交換を行った。

●①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 H31.4～R元.12月 16校 約655冊

②夏休み自由研究相談会を開催するほか、自由

研究のテーマ選定や研究の進め方などに役立つ

図書を展示するなど、児童生徒の自主的な学習

を支援した。

・開催状況 R元.8.7 相談員：1人 相談者：7人

③学校との共催による学校訪問おはなし会を、

図書館ボランティアの協力を得て実施した。

・実施状況 H31.4～R元.12月 5校

のべ6回 約1,000人

●①中学校2年生の職場体験学習をはじめ、児童生

徒の職場体験や就業体験を受け入れた。

・受入状況 R元.5～11月 5校（山一中、山三

中ほか） 計9人

②小学校のまち探検や社会科見学、中学校の社

会科学習等の図書館見学受け入れをとおし、図書

館への理解と児童生徒の利用促進を図った。

● 本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の発行（年4

回）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ほ

か、発行する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を図った。

・発行部数 500部/号



■取組７ 広報・広聴及び情報発信の充実
取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

評
　
価

成　果

課題・
改善案

⑴図書館だよりの発行

①「図書館だより べにばな」を発行し、利用

案内、新着本、催し物の開催、図書館ボランティ

アの活動状況等の情報提供を行う。

②本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」を発行し、

児童書の紹介を通して児童生徒の図書館利用の促

進を図る。

⑵広報やまがた・市公式ホームページを通した情

報提供

①「広報やまがた」を活用し、催し物の開催や

図書館利用に関する情報提供を行う。

②山形市公式ホームページ「なんたっすやまが

た」や山形市公式フェイスブックページ を活

用し、利用案内や催し物開催等の情報提供を行

う。

③図書館ホームページの内容を充実させ、蔵書

案内、新着資料案内、催し物開催等の情報提供

を行う。

⑶利用者アンケートの実施

利用者アンケートを実施し、利用者の属性や

図書館利用に関する意向・要望等の把握に努め、

その結果を図書館運営に活かす。

□ 各季節ごとに図書館だよりを発行したほか、市公式ホームページ、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など様々な媒体を活用し、情報提供を行った。

■ 利用者アンケート等を通し利用者の意向を把握し、今後とも多様化が進む市民のニーズ

に対応していく必要がある。

●①「図書館だより べにばな」を発行し、利用

案内、催し物の開催、図書館ボランティアの活

動状況等の情報提供を行った。

②本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」を発行し、

児童書の紹介を通して児童生徒の図書館利用の

促進を図った。

●①「広報やまがた」を活用し、催し物の開催や

図書館利用に関する情報提供を行った。

②山形市公式ホームページ「なんたっすやまが

た」や山形市公式フェイスブックページを活用

し、利用案内や催し物開催等の情報提供を行っ

た。

③図書館ホームページの内容を充実させ、蔵書

案内、新着資料案内、催し物開催等の情報提供

を行った。

● 利用者アンケートや投書箱を通した利用者の

意向把握に努めるとともに、その結果を図書館運

営に活かした。

・実施期間 R元.11.22～30

本館、分館ともに休館日を除いた8日間



■取組８ 市民参加による図書館運営
取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

評
　
価

成　果

課題・
改善案

⑴図書館ボランティアとの協働

図書の整理・修理、読み聞かせ、独自事業の企画など

を行う図書館ボランティアと協働し、図書館運営の充実

を図るとともに、展示会や講座等開催など活動の場を提

供する。

⑵職場体験の受け入れ

インターンシップや若者支援ＮＰＯ、青少年及び一般

成人の保護組織が実施する、職業体験、就労研修等を受

け入れる。

□ 図書館ボランティア団体「小荷駄のみどりから・・・」からの協力を得て、「絵本とあ

そぼう」等の事業を行ったほか、玄関展示で活動紹介を行った。

■ 「小荷駄のみどりから・・・」の構成員が高齢化しており、新規入会はあるものの会員

は減少傾向にある。会員募集を進め、団体と協力し事業を次世代へ引き継ぐ努力をしたい。

● 図書の整理・修理、読み聞かせ、独自事業の企画など

を行う図書館ボランティアと協働し、図書館運営の充実

を図るとともに、展示会や講座等開催など活動の場を提

供した。

● インターンシップや若者支援ＮＰＯ、青少年及び一般

成人の保護組織が実施する、職業体験、就労研修等を受

け入れた。



■取組９ 質の高いサービスを支える体制の整備
取組の目的・概要（運営方針） 取組の実施状況（実績）

評
　
価

成　果

課題・
改善案

⑴専門性の向上

館内研修の実施や、他団体等が開催する研修

等への参加により、職員の資質向上に努める。

⑵分館の充実

①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る。

②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に努める。

⑶図書館情報システムの利便性向上

利用者にとってより利便性の高い図書館情報

システムの運用に努める。

⑷長寿命化に向けた安心・安全な施設環境づくり

の推進

施設の老朽化に伴う、計画的な改修を以下の

とおり実施し、利用者が安心・安全に利用でき

る施設の環境づくりに努める。

①耐震改修(本館東面一部に耐力壁設置、西側一

部と北側屋根上の既存サッシを塞いで壁を設置)

②屋根改修(既存屋根を覆う形で屋根を新 設)

③天井排煙窓開閉オペレータ改修(不具合部分の

改修)

①～③一括発注 工期 ６月～１１月末(一部

利用制限、閉館なし)

④照明設備改修 閲覧室大型シャンデリアＬＥ

Ｄ化 工期 上記工事に併せて６月～１１月

末までに実施

⑸施設環境づくりの推進

利用しやすい施設環境づくりを推進するた

め、現施設の維持管理を図る。

①東側アプローチ補修工事(路面のひび割れ、亀

裂の補修) 工期 ５月

□ 図書館システム更新に伴う利便性向上としてインターネット及び館内ОＰＡＣからの予

約の取り消しも出来るようにした。また、長寿命化に向けた安全・安心な施設として、計

画的な改修工事を行った。

■ 図書館システムによる更なる利便性向上を図っていく。

■ 利用者が、安全・安心に図書館を利用できるよう引き続き、施設の計画的な改修及び維

持管理を行っていく。

○

● 山形県図書館研究大会等への参加や内部の職

員研修により、職員の資質向上を図った。

主な研修会

・第39回山形県図書館研究大会

・テーマ「想像力と本と図書館と」

・開催日 令和元年11月27日

●①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を図っ

た。

②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 蔵書構成を図った。

● 利用者にとってより利便性の高い図書館情報

システムの運用を図った。

● 施設の老朽化に伴う、計画的な改修を以下の

とおり実施し、利用者が安心・安全に利用でき

る施設の環境づくりを図った。

①耐震改修(本館東面一部に耐力壁設置、西側一

部と北側屋根上の既存サッシを塞いで壁を設置)

②屋根改修(既存屋根を覆う形で屋根を新設)

③天井排煙窓開閉オペレータ改修(不具合部分の

改修)

④照明設備改修 閲覧室大型シャンデリアＬＥ

Ｄ化

● 利用しやすい施設環境づくりを推進するた

め、現施設の維持管理を図った。

①東側アプローチ補修工事(路面のひび割れ、亀

裂の補修)


