
評
　
価

成　果

課題・
改善案

■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）

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・障がい者向け向け資料の収集と館内環

境の整備

①「読書バリアフリー法」（R1.6.28施行）の目

的に沿った、高齢者・障がい者が利用しやす

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・障がい者が分かりやすく手に

取りやすい本の配置や環境の整備に努める。

②高齢者・障がい者やそ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。

⑸清潔な館内環境の整備

①返却本の消毒、館内換気を行う。図書消毒器、

予約本受取ボックスを設置する。

②入館時に手指消毒をお願いする。

③手洗い場の整備として、既存の水栓を手動式

旧型水栓から簡易に開閉できるレバー式の導

入及び入口に手洗い場を設置する。

④常時換気のため開放中の窓から害虫の侵入を

防ぐためトイレ、ブラウジングなど12ヶ所に

網戸を設置する。

□ 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ったが、新型コ

ロナウィルス感染症の影響で貸出者数、貸出冊数は目標に届かなかった。

令和2年度目標値 令和2年度 達成率

貸出者数 169,000人 144,716人 85.6％

貸出冊数 831,000冊 710,323冊 85.5％

■ 閉館や開館後の滞在時間制限、収束しない新型コロナウィルス感染症の影響もあり、利

用者が減少している。安全安心な図書館を実現し、利用者の回復を図りたい。

老人福祉施設や障がい者福祉施設への団体貸出が減少している。今年は、新型コロナ

ウィルス感染症の影響で貸出を増やすことは困難であったが、効果的なＰＲを行い、多く

の入所者の方々が本とふれあう機会を増やしたい。

⑴児童・青少年向け資料の充実

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R3.3月末 約93,200冊

R2年度受入2,819冊(R1年度2,837冊）

⑵高齢者・障がい者向け向け資料の収集と館内環境の

整備

①高齢者・障がい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てきた。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 R3.3月末 約2,800冊

R2年度受入99冊(R1年度86冊）

録音図書 H30に96枚購入 R3購入予定

②高齢者・障がい者やそ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

毎月行っている。

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

施設入所者への資料提供を行った。

R2年度 7施設1,279冊(R1年度 8施設2,346冊）

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 R3.3月末 約650冊

R2年度受入30冊(R1年度34冊）

・外国語絵本所蔵数 R3.3月末 約560冊

R2年度受入28冊(R1年度12冊）

⑸清潔な館内環境の整備

①図書除菌器は、本館では9月16日から、分館で

は11月27日から運用を開始した。R2年度の本館

利用は約4,000件であった。(1日平均25件)

予約本受取ボックスは、12月24日から運用を開

始し、R2年度の利用申込は340件であった。

(1日平均4.5件)

②手指消毒のお願いを継続した。

③④は3月に設置した。



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

評
　
価

成　果

課題・
改善案

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

いシステムとなるよう運用の充実を図る。

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利

用の拡大に努める。

⑶オンラインデータベース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。

※ 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。

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

いシステムの運用を図った。

R2年度67.4%（R1年度62.1%）

R2年度目標値67.0%を達成した。

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を図った。

R2年度 4件（R1年度 11件）

⑶オンラインデータベース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った。

R2年度 10件592枚コピー

（内訳）

6月 国立国会図書館 1件

7月 法令情報 1件 72枚コピー

8月 法令情報 2件 397枚コピー

9月 官報情報 1件 4枚コピー

12月 国立国会図書館 3件 33枚コピー

1月 国立国会図書館 1件

官報情報 1件 86枚コピー



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保育園、幼稚園等の施設や各種団体、一般利

用者に除籍資料を提供しリサイクルに努める。

⑵郷土資料の収集と提供

①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。

②前年中に出版された郷土関係の書籍について、

「市民の出版物展」として２月下旬～３月中旬

にかけて展示する。

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レフェラルサービスの蓄積した情報を整理し、

レファレンスの充実に役立てる。

※ レフェラルサービス

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、組織を知らせるサービス

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。

⑴蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

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新型コロナウィルス感染症対策として、以下

のとおり従来と異なる方法で除籍資料を提供

した。

・保育園、幼稚園等の施設や各種団体には、予

約制にして提供した。

・一般利用者には、館内にリサイクルコーナー

を設け、１月半小出しに提供した。＜表Ⅱ＞

⑵郷土資料の収集と提供

①郷土に関する図書・雑誌・パンフレット・チ

ラシ、映像資料を収集した。

山新ＣＤ-ＲＯＭ、樹氷関連資料など

②2/20～3/21に実施した。

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

収集した。

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を図った。

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。

・対応件数 R2年度 31件

・照会事項の例

「最上義光の位牌の制作者について」

「勝因寺が関東五山十刹になった経緯」

「室町時代からのコメの収穫量の推移」

「八日町の豪商村居清七について」

「風間砥石について」

③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。

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、

社会教育に役立つ交通安全啓発ＤＶＤなどの視聴

覚資料について、カモシカクラブ、保育園、コミ

セン、公民館に貸出した。

R2年度 27件 152本（R1年度31件167本）



評
　
価

成　果

課題・
改善案

□ 市民ニーズに応える資料収集を行ったほか、除籍資料のリサイクルに努めた。本年度は、

新型コロナウィルス感染症対策として、密を避けるため上述のとおり従来とは異なる方法

で除籍資料を提供した。その結果、リサイクル率は、ほぼ１００％を達成した。

■ 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。

表Ⅱ：リサイクル

本 施設向 9月9日～10日 52団体 約1,900

館 一般向 9月17日～10月末頃 約9,800

中央 10月2日～10月末頃 － 約800

分 東部 9月20日～10月末頃 － 約1,000

館 北部 10月2日～10月末頃 － 約1,200

霞城 10月2日～10月末頃 － 約1,100

合計 約15,800

実施月日 冊数施設数区　分

貸出者・貸出冊数、新規登録者数(4～3月)

R1(A) R2( B)
前年比
B-A

前年比
B/A

貸出者数 195,775 144,716 ▲51,059 73.9%
貸出冊数 950,011 710,323 ▲239,688 74.8%
新規登録者 2,571 1,548 ▲1,021 60.2%

表Ⅰ：登録・貸出・蔵書

区分 R2年度 R元年度 H30年度

登録者数 43,238人 41,057人 39,845人

貸出者数 144,716人 195,775人 190,300人

貸出冊数 710,323冊 950,011冊 936,432冊

蔵書冊数 403,966冊 408,350冊 406,434冊



■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）

評
　
価

成　果

課題・
改善案

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、人形劇、バ

ルーンアート、吹奏楽ミニコンサート、「夜の

図書館」などのイベントにより、幼児・児童が

物語に親しむ機会を提供する。

⑶展示会のタイムリーな開催

①読書への関心を高めるため、読書週間、教

育・文化週間にあわせて資料を展示する。

②山形市平和都市宣言事業として戦争と平和に

関する資料を展示する。

➂開催する講座・講演会のテーマに沿った資料

を展示する。

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。

⑴講座・講演会の開催（別紙１）

新型コロナウィルス感染症の影響で、企画

していた事業を中止せざるを得ない状況となっ

たが、緊急事態宣言が解除された期間において

感染防止対策をとりながら講座を開催した。

⑵幼児・児童向け事業の充実

幼児向け読み聞かせ事業においても上記のと

おりであるが、幼児はマスクを着用することが

出来なかったり、接触してはいけないことを理

解できないことから、より慎重に事業を行って

いる。また参加者が伸び悩み昨年度の課題とし

ていた「絵本とあそぼう」について開催日を他

団体の事業と重ならないよう木曜日にまとめる

変更を行った。

⑶展示会のタイムリーな開催（別紙１）

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、戦争と平和に関す資料

のほか、令和２年度は、柳沢山形大学教授の樹

氷関連の資料の展示を行った。

新規事業として、1月5日から10日に「新春企

画本の福袋」を実施した。普段手にしない本と

の出会いを目的に、テーマごとに２～３冊を福

袋に入れて貸し出した。70袋を準備したところ、

児童関係が即日完売するなど65袋の貸出があっ

た。テーマの例としては、「新書大賞受賞作」

「最上義光」「創造都市」「世界を旅した気分」

「海外から見たニッポン」などがある。

⑷事業実施における図書館ボランティアとの協働

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、読み聞かせ等の幼

児・児童向け事業を開催したほか、東北芸工大の協力を得て「夜の図書館～サンタさんの

お手伝い大作戦～」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。また「絵本とあそぼう」は開催日を変更したことにより一回あ

たりの参加者が増加した。

講座、講演会等開催件数 R2年度 56件（R1年度 126件）

■ 一般向け事業においても、子ども向け事業においても、新型コロナウィルス感染症への

対応をいかにとるかが課題となっている。

新しい取り組みとして紙しばい上演動画のネット配信を検討したが、著作権の面から見

合わせている。

リモート講座等についても、検討していきたい。



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

評
　
価

成　果

課題・
改善案

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、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、図書館ボランティアの

協力を得ながら、参加しやすい雰囲気づくり

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

どを受け入れる。

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、参加者が伸び悩んでおり昨年度の課題としていた「絵本とあそぼう」

の開催日を他団体の事業と重ならないよう木曜日に変更したこともあり一回当たりの参加

者が増加した。

■ 幼児向け読み聞かせ事業において新型コロナウィルス感染症対策をいかにとるかが課題

となっている。

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 R3.3月末 約93,200冊

（R2年度 受入 2,819冊）

・内紙芝居所蔵数 R3.3月末 約3,200冊

（R2年度受入 76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。

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、絵本等

資料を提供した。R2年度は4月に新型コロナ

ウィルス感染症の影響で休館したが、再開館

においては小中学校が休校となっている中で

も開園していた保育園・認定こども園、放課

後児童クラブ等に限定し、分野別にあらかじ

めセットにして準備したものを貸出した。

9団体481冊

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。

⑶子育て支援に役立つ資料の提供

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



■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）

評
　
価

成　果

課題・
改善案

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探求型学習支援の充実等

①児童生徒の探求型学習支援のため、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、児童生徒の探求型学

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。

□ 前年度小学校長会及び中学校長会へ参加し団体貸出等のサービスをPRしたため、小中学

校への団体貸出し数が大きく伸びた。

■ 新型コロナウィルス感染症の影響で学校現場が多忙となる中においても、担当教諭との意

見交換の機会を見つけ、ニーズを把握し学校教育の支援ができるよう努めていく必要があ

る。

⑴学校図書館の運営支援

新型コロナウィルス感染症の影響で学校教育

現場が多忙となるなか、現場とコミュニケーショ

ンをとることが困難になった。

①「学校図書整理員研修会」の開催を中止した。

②学校図書館への訪問を中止した。しかし団体

貸出しのため図書館に来館する教諭と意見交

換を行っている。

⑵探求型学習支援の充実等

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。

・R2年度 のべ34校1185冊

（R1年度 19校655冊）

②読書感想文相談会、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。

読書感想文相談会

・R2.8月.4.5.9.11  親子4組9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。

・R2年度 2校 のべ4回 約280人

⑶職場体験学習等の受け入れ

①児童生徒の職場体験や就業体験を受け入れた。

中学2年生の職場体験は中止。

R2年度 上高養1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。

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（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

る。

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等を通した

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市公式ホームページやフェイスブックを活用

し、利用案内や催し物の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ており、今後とも多様化が進むニーズ

に対応していく必要がある。

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、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。

⑵広報やまがた・市公式ホームページ等を通した

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。

⑶利用者アンケートの実施

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。



■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。また、若手を含むメ

ンバーの補充、育成についても支援する。

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。

⑶図書館協議会での意見や要望等の図書館運営への反

映

図書館協議会における図書館に対する意見や要望

等を図書館運営に反映させる。

□ 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。

また、大学生がボランティア活動に参加し始めた事例も出た。

■ コロナ禍にあってボランティア活動にも自粛ムードが出たことから、参加する方の数が

減少した。安心して参加いただくよう感染症対策を理解してもらう必要がある。

また引き続きメンバーは高齢化しており減少傾向にある。協力し事業を次世代へ引き継ぐ

努力が必要である。

⑴図書館ボランティアとの協働

新型コロナ感染症への対応を図りながら、図

書の整理・修理、読み聞かせを協働した。

図書館を利用した独自事業（古本バザー等）

は新型コロナ感染症の影響で実施できなかった。

またメンバーの補充、育成についても協議し、

広報活動を行った。

⑵職場体験の受け入れ

若者支援が実施する、職業体験、就労研修等

を受け入れた。

R2年度 若者サポートステーション9人

⑶図書館協議会での意見や要望等の図書館運営への反

映

・「サービスの第一は安全、市民が安心して図書

館に足を運べるように新型コロナウイルス感染

症への対応を徹底してほしい」との意見があっ

た。この意見もあり、予約本受取ボックス、非

接触型ＡＩ体温測定機、手洗い場、網戸の設置、

レバー式水栓への交換など対応の強化に繋がっ

た。なお、入館時の手指消毒のお願い、返却本

の消毒などは行っており、図書除菌機の導入は

決定していた。

・「図書館の利用を広げるには知ってもらうこと

が大事、ＰＲに力に入れてほしい」との意見が

あった。

この意見を受け、ホームページに大見出しを

設け、予約本受取ボックス、図書除菌機の設置、

入館時のお願い等の重要なお知らせを掲載して

いる。また、「はじめての方」を設け、未利用

者目線のＱＡ形式で図書館利用を案内している。



■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

システムになるよう運用の充実に努める。

⑷長寿命化に向けた安全・安心な施設環境の整備

施設の老朽化に伴い計画的な改修を実施して

いるが、本年度は消防設備と空調設備の改修設

計の委託を行う。

⑸危機管理体制の整備

危機管理研修の開催や災害発生を想定した訓

練を実施する。

□ 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

設計を行った。

■ 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。

○

⑴専門性の向上

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40回山形県図書館研究大会

・テーマ「図書館の真の姿を問いながら、これ

からのあり方を考える」

・開催日 令和2年10月22日

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 蔵書構成を図るととも

に、分館相互で資料を融通した。

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

システムの運用を図った。

⑷長寿命化に向けた安全・安心な施設環境の整備

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消防（警報）設備改修設計

②空調設備改修設計

⑸危機管理体制の整備

危機管理研修の開催や災害発生を想定した訓

練を実施した。（10/30、3/18）


