
3-3-① 運営と管理計画の視点と基本方針

１. 市民利用の拡大と持続可能な運営をめざした、サービス時間の見直し

　図書館の開館日・開館時間の拡大・延長のニーズは高く、開館時間の延長は人件費をは

じめとする支出の増大につながります。また、選書などの資料収集やレファレンスサービ

スなどの図書館の基幹的業務の専門性を維持するためには、開館業務とは別に、裏方の作

業や研修、打ち合わせの人員と時間の確保が必要となります。

　サービス時間について、費用対効果について留意しながら、開館日数を確保しつつ、資

料の充実と職員の専門性を高めていきます。

□開館日の見直しにより、市全体での開館日数を確保しつつ、人件費抑制を図る

　○図書館のある各施設の休館に基づき、各館を月曜休館と木曜休館の二つに分けること

　　で、いずれかの図書館が開館している利便性の可能性を検討していきます。

　○週休にあたる頻度の高い月曜日を休館にすることで、火・水曜日に選書や担当者会議

　　などの時間を拡充します。

　○中央図書館は、月曜日・木曜日に月２回程度休館し、館内整理や全館職員の研修など

　　の機会を確保し、サービス向上に努めます。

□中央図書館、地域分館、の役割に応じた開館時間の設定を研究する

　○駅前中央館の立地を活かし、予約受け渡しなどにサービスを限定し、最小限の体制で

　　遅い時間までカバーすることで、費用対効果のバランスを保ちつつ、利用者サービス

　　の充実を検討します。

　○予約受け渡しに特化したサービスポイントを地域の駅前に配置する、他市の成功事例

　　があります。（浦安市、世田谷区など）

□より高度なＩＣＴ活用の検討

　○図書館が導入した商用データベースを、利用者が自宅で利用したり、メールやチャッ

　　トによるレファレンスが可能となります。

　○簡単なレファレンスにはＡＩを利用したり、書架整理や資料の運搬に工業用ロボット

　　を利用し、資料の仕分けを機械化する。また、利用者の判別やセキュリティには、顔

　　認証システムを活用するなど、新技術を研究していきます。

　ＩＣタグの主要な５つの機能と効果

●　利用者自身で貸出処理が完了
●　図書館員は貸出入力作業以外の相談、主催事業の企画、
　蔵書構築などの作業に専念できる
●　利用者のプライバシーの向上

自動貸出

●　返却口に投入することで、返却処理が完了。
●　図書館員による返却処理を待つ必要がない。

自動返却

●　利用者自身で予約図書の受取と貸出処理が可能。
●　自動予約棚に置くだけで、予約確保連絡メール処理が連動。
●　予約確保時の名寄せ作業などがなくなり、図書館員は相談、
　　主催事業企画などに専念

自動予約棚

●　これまでは、不正持ち出し防止処理とバーコードに
　よる貸出／返却処理の両方が必要
●　貸出／返却処理と不正持ち出し防止処理が一度に可能

不正持ち出し防止ゲート

●　これまでは、棚の本１冊づつのバーコードを走査。
　今後は棚から抜かずに走査可能。
●　蔵書点検休館の短縮
●　蔵書点検以外でも、コンテナに入ったままで団体貸出
　や回送などの一括処理できる可能性も

蔵書点検

機能 効果

２. ＩＣＴ活用による図書館業務の省力化・専門化

　ＩＣＴは、貸出、目録検索、インターネット予約などで、図書館の業務に変革をもたら

しています。近年ＩＣタグを使った自動貸出・予約受取などの自動化システムを導入する

図書館が増えています。その効果として、貸出や予約図書受け渡しの効率化や、それに伴

い、職員が単純な入力作業から解放され、相談業務などに専念する時間を創出できること

が挙げられます。舞鶴市でも、導入について検討していきます。

□ＩＣタグ導入による省力化

　○貸出／返却入力や予約図書の名寄せ作業などの時間を、相談業務、主催事業企画、選

　　書や蔵書構築など、利用者満足に直結する業務に振り向けることを可能にします。

　○上記の検討や方針に基づいて、より効果的な導入を求めて、貸出／予約件数が多く、

　　費用対効果が見込める中央図書館で貸出／返却等の自動化設備等の導入（セルフサー

　　ビス化）を研究・検討していきます。

※これまでの開館シフト、

　これからの開館シフト、

　開館夜間拡大と安全対策。
　子ども夜間利用への規制。

※中央館開架の区画棚造り。

　利用時間帯の工夫。

※　図書館に必要な要素とし

　て「資料・情報｣｢図書館員｣
「施設環境」の３つがあげら

　れる。運営と管理を考える

　にあたり、図書館職員体制
　の維持・育成は大きな課題

　であり、

 ○市の直営による図書館
　 運営の利点と意義

 ○職員の研修と専門性の

　 維持
 ○仕事分担や仕事時間の

　 合理的な見直し

　が各地で研究されている。
　　また、図書館の運営にお

　いては、持続可能であるこ

　とも重要なポイントであり、
 ○全体的な人件費の削減と

　 資料費の確保の必要性

 ○開館日や開館時間の見直し
 ○ＩＣＴの活用

　などが研究されている。

※蔵書全ての ICタグ装備に

　あたっては、総量が多く

　時間を要する。段階的計

　画的な具体化の準備を今

　後検討する。

※ICタグは発展途上の技術

　であり、耐久性など課題

　も指摘される。今後の技

　術革新に合わせて柔軟に

　判断することも必要であ

　る。
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３. 運営体制整備と職員の育成
　舞鶴市東、西図書館は、選書による蔵書構築や事業計画など基幹的業務は職員が担うこ

とで、直営で運営してきました。今後の図書館運営についても、基幹的業務は職員が担い

図書館業務の専門性継続性を担保し、地域の機関や市民活動とも連携しながら、ＩＣＴな

どの先進的な部分については民間の知見を採用して、新たなニーズに応えながら効率的に

運営することを意識し、引き続き直営で運営していくことを基本とします。　

□図書館運営体制の基本について
　○図書館のサービス計画や資料構築など、図書館政策の基幹の部分については、永続的

　　に専門職集団による直営で、継続性を担保していきます。

　○学校教育や地域の市民活動などとの地域連携は、公立図書館にとっては核となるとこ

　　ろであり、地域の活動と分館との連携も含め、地域性も大切にしていきます。

□中央図書館と分館の役割分担、運営組織を考える
　○中央図書館は資料と情報の送り出しで分館運営を支援します。

　○分館規模にあった資料選定を行いつつ、地域に資料と場を提供して、地域の学校とも

　　つながる拠点となります。

□今後の業務と体制イメージ
　○正規職員、会計年度任用職員、委託等外部調達、ＩＣＴによる自動化などの役割分担

　　を整理していきます。

スタッフ部門 窓口(直接サービス)部門

中央図書館（窓口サービス部門）
地域５分館
行政資料室

※貸出、予約受け渡し件数が多く
　見込まれる中央図書館は、ＩＣ
　タグによる自動貸出／予約受渡
　の導入を想定
※選書等の資料構築では部門別に
　担当者を設け、中央館の資料管
　理機能を担う職員が、全館蔵書
　体系を維持・発展させる。

図書館長   ・全館業務の統括

総務機能　　　　　　　　　 　　　　　　　  ［常勤職員］
　・文書・財務・人事・施設管理　・全館の庶務
　・市議会、教育委員会対応　・図書館協議会事務局など

企画機能　　　　　　　　 　　　　　　　　  ［常勤職員］
　・事業計画・事業報告・統計　・職員研修 ・広報・広聴
　・コンピュータシステム管理　・講座や催しの企画 など

資料管理機能　　　　 ［常勤職員（責任者）＋非常勤職員］
　・選書・除籍・蔵書構成のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ　・書庫機能管理
　・障がい者サービス資料の製作など
　※窓口部門職員を含めた選書・資料構築会議等のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

窓口サービス統括機能 ［常勤職員（責任者）＋非常勤職員］
　・貸出、予約、利用者登録、督促などの窓口機能の統括
　・レファレンス課題解決支援・協力貸出などの他機関連携
　・読書活動の推進　・学校図書館連携、団体貸出
　※窓口部門が担う業務について総括

□研修・育成について
　○業務ごとに、児童サービスや資料の部門担当を決め、横のつながりを主にしたチーム

　　制組織をつくります。休館日設定を工夫し横断的な打合せを実施し専門的集団の形成

　　をめざします。

　○常勤職員は市政策や地域課題を把握し、市の各機関と連携する行政一般職の役割も重

　　要です。司書有資格の専門的職員においても、キャリアパスや人事交流を含めた人材

　　育成も重要です。

４. 図書館運営における市民活動との連携
□市民の生涯学習の機会や、地域の課題解決やボランティア活動を支援し協働する
　・児童サービス(絵本かたりかけ事業、おはなし会の開催など)、障がい者サービス(録音

　　図書・点字図書等の作成、対面朗読、宅配サービスなど）などは、市民ボランティア、

　　行政協力員により支えられています。

　・学校や保育園での読みきかせボランティアのための講座や、障がい者サービス行政協力

　　員育成のための講座などにも、かつて取り組んでいました。

　・今後は、図書館サービスを通じ、ボランティア活動に限らず、市民の専門性が活かせる

　　機会や、場の提供、職員によるボランティアのコーディネートが求められます。

　　事例として

　・ICTに詳しい市民による情報リテラシー向上のための活動

　・図書館に所蔵のない市民の蔵書コレクションの紹介の場の提供

　○夜間や分館運営など図書館業務に必要な少人数運営となるが、急病、置き引き等の盗難、

　　利用者同士のトラブルなども発生しており、警察や救急への通報事例もあります。

　・利用者や職員の安全を守るため、緊急連絡や応援など体制の整備や対応策の整理が必要。

　・施設整備では、子どものコーナーを含め、職員の目の届かない場所をつくりません。

　・また、抑止効果としての警備員の巡回や、利用者のプライバシーに十分配慮しつつ防犯

　　カメラの設置なども検討する必要があります。

※利用者と職員の為の危機管

　理マニュアル策定の参考と
　なる資料として、日本図書

　館協会より平成16年10月に

 『こんなときどうするの？
　-図書館での危機安全管理

　マニュアル作成の手引き-』

　が発行されている。

※運営体制は、

・有能な職員を抱えた直営が
　最もコストが低くて、持続

　性が高いことが知られる。

・業務委託は、一般に契約上
　の課題が問われ始めた。

・指定管理者制度は、各地で

　資料選定など運営上の課題
　が露呈し始めている。

・舞鶴市は、直営という運営

　形式を守り、図書館の専門
　性と市民性を重視する方針

　をつづけていく。

（大声､異臭､泥酔､わいせつ､
　つきまとい､暴力､暴言、

　迷惑行為､盗難､事故､情報

　流出､違反者対応､飲食ゴミ）

※現代の図書館が、

　日野市立図書館の実践で確

　立した、その思想と手法は
　｢市民の図書館｣1970刊に整

　理された。ここには、貸出

　という奉仕がレファレンス
　につながるという予見があ

　る。1990年代には、集会と

　展示が図書館の重要な機能
　として理論化され、図書館

　ひろば論が一般化した。
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