
令和２年度 第３回 図書館協議会 

 

                   日時  令和３年３月  

                       書面会議 

 

１．議題 

（１） 図書館の基本方針について 

  資料 ① 

 

（２） 令和３年度図書館事業計画（案）について 

     資料 ② 

 

（３） 南部公民館図書室のリニューアルについて 

     資料 ③－１ ｅモニターアンケートと結果 

     資料 ③－２ 図書館本館実施アンケートと結果 

     資料 ③－３ 市内無作為アンケート（実施予定） 

 

（４） 豊明市立図書館の長寿化計画 

     資料 ④ 

 

（５） その他  資料 ⑤ 

・ＩＣタグによる非接触型システムの導入について 

・旧栄分室の予約本受取等について 

・在架資料のＷＥＢ予約について 

・南部公民館図書室の貸出時間延長について 

 

 

 



図書館の基本方針 

 

図書館は生涯学習の中核施設として、また、地域文化の情報拠点として、市民の誰

からも愛され親しまれる施設でなくてはならない。そのためには市民が要望すると思

われる図書、その他の資料や各種情報を収集・整理して、迅速かつ的確に提供してい

くことが必要である。 

また、図書館が市民の調査研究の相談相手となり、図書館のおはなし会、読書会、

講座、展示会や市民の自主的事業を通してコミュニティの輪を広げていくことが重要

である。 

生涯学習が重要視される今日、市民の多様なニーズに応えるために図書館機能の充

実が必要である。その強化のために次の４つの事項を重点目標とし、図書館運営を進

める。 

 

【重点目標】  

１．ニーズの高い図書や資料を収集し、読書・学習・情報のセンター的機能の充実を

図る。 

２．子ども、成人、高齢者、障がい者や在住外国人など、年齢や状況に応じたサービ

スを提供する。 

３．インターネットを活用した新しい情報技術に対応し、市民に幅広く新しい情報発

信ができるシステムの構築を目指す。 

４．子どもの読書を促進するため、市内各施設で活躍する読み聞かせボランティアを

育成する。 

 

【主な事業】 

１－①各種図書資料をバランスよく収集し、わかりやすい書棚に配置することを心が

け、「おすすめ本コーナー」の活用により、貸出・閲覧サービスの充実を図る。 

②視聴覚資料(ＣＤ、ＤＶＤ)を収集し、市民に提供する。 

③南部公民館施設改修と連携し、南部公民館図書室の充実を図る。 

２－①中学生・高校生が関心を持つテーマを揃えたヤングアダルト(青少年)コーナー

を充実する。 

②多文化共生推進事業の一環として、多言語図書の充実を図る。 

③大活字本の収集や拡大器の設置及び郵送貸出などにより、高齢者や障がい者向 

けサービスを実施する。 

④児童生徒の調べ学習を支援したり、団体貸出や職場体験を受け入れたりするこ

とで、学校との連携強化を図る。 

（案） 資料 ① 



３－①郷土資料や行政資料などを整備し、ホームページ等により地域情報を発信する。 

②レファレンスサービスの充実に加え、市民が必要な情報を迅速に得られるよう、

インターネットが利用できる環境を整備する。 

４－①子どもに良い読書環境を提供するため、質の高い絵本などを収集する。また、

おはなし会などの定期的な開催や、３か月健診時に絵本を通して親子のふれあ

い時間の楽しさや大切さを伝えるためブックスタート事業などを実施する。 

②「子ども読書活動推進計画」実施のため、図書館おはなし隊（ボランティア） 

の学校等への派遣を充実させるとともに、ボランティア養成講座を開催し、ボ 

ランティア活動を支援する。 

５－①ＩＣタグシステムを導入し、図書資料の貸出、返却の利便性を向上させる。ま

た、図書館資料の管理を効率化し、正確かつ迅速な運用を行う。 

 

 

【主要事業予算額】 

(歳出) 

名   称 内   容 金 額 (千円) 

図書館資料購入事業 

（継続事業） 

市民の多様なニーズに応えるため、図書等

図書館資料を購入する。 
14,000 

南部公民館図書室用

駐車場借上事業 

（新規事業） 

南部公民館図書室利用者の駐車場を確保す

る。 
1,056 

ＩＣタグシステム導

入事業（※） 

図書館資料の貸出、返却の利便性を向上さ

せ、管理を効率化する。 
51,844 

 ※令和２年度繰越事業（金額は、令和２年度実施済み事業を含む） 



令和３年度 図書館事業計画（案） 

 

１ 年間事業 

 ア 一般書、児童書、地域資料、視聴覚資料の収集 

 イ 図書館資料の所蔵チェック（特別館内整理期間：９月６日～１４日） 

 ウ 読書奨励事業（私のイチ押し本、読書手帳） 

エ 夏休みこども図書館員(小学生高学年対象) 

 オ 職場体験学習(中学２年生対象) 

 カ 図書館施設見学(小学２、３年生対象) 

 キ インターネットによる蔵書検索と予約サービス 

 ク 展示室の運営 

 ケ ブックスタート事業（子育て支援課との連携事業） 

   ３か月児健診受診者を対象に、絵本を通して親子のふれあいの時間の 

楽しさや大切さを伝えながら、子育てを支援する。 

（連携内容：資料の配布） 

 コ 図書館協議会の開催(年２回) 

 サ ボランティア養成講座の開催（図書修理、読み聞かせ） 

 シ 利用促進事業（おすすめ本、今月の本棚、行事関連特設コーナー設置） 

     

２ 開館時間の延長 

 ア 毎週木曜日は、午後７時まで開館 

 イ ７、８月は休館日・木曜日を除き午後６時まで開館 

 

３ 催事 

 ア 定例行事（毎月） 

   ・映画会       （第２または４土曜日(年１５回／視聴覚室） 

   ・音楽を楽しむ会   （第２土曜日／視聴覚室） 

・おはなし会     （第１・３火曜日、第１・３日曜日、 

第２・４木曜日／視聴覚室） 

 イ 図書館フェアの開催（秋の読書週間） 

   ・文学講座 

   ・私のイチ押し本（おすすめ本カードの展示） 

ウ 夏休み工作教室 

 エ 手作り絵本講座 

オ 世界の絵本を楽しもう！（令和3年度の会場は文化会館） 

 カ わくわく!!冬のおはなし会（ボランティア養成講座の最終回） 

 キ 春休みおたのしみ会 

 ク おもちゃの病院（年４回） 

資料 ② 



南部公民館のリニューアルに関するアンケート 
 

 豊明市では、南部公民館が「だれでも、自由に、楽しく、便利につどうにぎわいのある

空間」になることを目指し、南部公民館のリニューアル工事を計画しています。南部公民

館を利用する方にとって、よりよい空間になるように皆様の意見をお聞かせください。 
 

 

１. どちらにお住まいですか。 

 

○市内在住 → [豊明市    町    ] 

○市外（豊明市内在学・在勤） 

 

２. これまでに南部公民館を利用したことがありますか。 

 

○何度か利用している [月  回] 

○たまに利用している [月  回] 

○ほとんど利用したことがない → ５へ進んでください 

○存在を知らなかった     → ６へ進んでください 

 

３. 南部公民館を利用したことがある方にお聞きします。どのような用件で訪れました

か。（複数回答可） 

○本の貸し出し 

○会議室等部屋の利用 

○市役所出張所 

○ロビー 

○トイレ 

○その他 [                                ] 

 

４.南部公民館を利用したことがある方にお聞きします。どのような手段で行かれました

か。 → ６へ進んでください 
 
  〇自家用車 〇自転車、バイク 〇バスなどの公共交通機関 
  〇徒歩 〇その他 [        ] 
 
 
 

資料 ③－１ 



５.南部公民館をほとんど利用したことがない方にお聞きします。利用をしない主な理由は

ありますか。 

 

○交通手段がない 

○駐車場がない 

  ○用事がない 

  ○その他 [                           ] 

 

６.南部公民館にどんな貸し部屋があったら利用しますか。(会議室、ダンス等)(自由記述) 

 

 

７.作法室（畳の部屋）を読書スペースや休憩スペースに開放されたら利用したいと思いま

すか。 

 

  ○はい    ○いいえ 

 

８．南部地区の図書館として、前後駅前の南部公民館図書室はどのような図書室になってほ

しいですか。（複数選択可） 

 
○閲覧スペースより本の冊数を増やしてほしい 
○本の冊数より閲覧用スペースを増やしてほしい 
○学習スペースを広げてほしい 
○その他 [                                ] 
 

９.「駅前図書館」として魅力ある本を並べたいと思います。どのような本を置いてほしい

ですか。 

 

 ○一般向けの文学（小説など） 

 ○一般向けの実用書・教養書（歴史・時事・医学・家事・芸術など） 

 ○児童向け（絵本・小学生向けなど） 

 ○中高生向け（ライトノベル・マンガなど） 

 ○文庫本 

 ○その他 [             ] 

 
１１.その他、南部公民館の充実について、お考えをお聞かせください。（自由記述） 





南部公民館のリニューアルに関するアンケート 
 

 豊明市では、南部公民館が「だれでも、自由に、楽しく、便利につどうにぎわいのある

空間」になることを目指し、南部公民館のリニューアル工事を計画しています。南部公民

館を利用する方にとって、よりよい空間になるように皆様の意見をお聞かせください。 
 

 

１. 年代 

○２０歳未満  ○２０代  ○３０代  ○４０代  ○５０代  ○６０代 

○７０代  ○８０代以上 

 

２. どちらにお住まいですか。 

○市内在住 → [豊明市      町] 

○市外（豊明市内在学・在勤） 

 

３. これまでに南部公民館を利用したことがありますか。 

○何度か利用している [月  回] 

○たまに利用している [月  回] 

○ほとんど利用したことがない → ６へ進んでください 

○存在を知らなかった     → ７へ進んでください 

 

４. 南部公民館を利用したことがある方にお聞きします。どのような用件で訪れました

か。（複数回答可） 

○本の貸し出し       ○会議室等部屋の利用 

○市役所出張所       ○時間調整 

○その他 [                                ] 

 

５.南部公民館を利用したことがある方にお聞きします。主にどのような手段で行かれま

したか。 → ７へ進んでください 
  〇自家用車 〇自転車、バイク 〇バスなどの公共交通機関 
  〇徒歩 〇その他 [        ] 
                                  

６.南部公民館をほとんど利用したことがない方にお聞きします。利用をしない主な理由は

ありますか。 

  ○施設を知らない    ○交通手段がない     ○駐車場がない 

  ○用事がない      ○その他［               ］  

 

 
裏面もお願いします。 

資料 ③－２ 



７．南部公民館図書室にどのような機能を期待しますか。（複数選択可） 

○蔵書の充実          ○閲覧用スペースの充実 
○学習スペースの充実      ○靴を脱いでくつろげるスペースの充実 
○その他 [                             ] 

 
８.その他、南部公民館の充実について、お考えをお聞かせください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。用紙は回収ボックスへお願いいたします。 
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南部公民館図書室充実に伴う 

南部公民館リニューアルのアンケート 
 

※ このアンケートは無作為抽出により送付させていただいております。 
 

該当項目に✓点をつけてください。 
 

１.年代 

 

○２０歳未満  ○２０代   ○３０代   ○４０代   ○５０代 

○６０代    ○７０歳以上    

 

２.どちらにお住まいですか。 

 

○豊明市      町 

 

３.これまでに南部公民館を利用したことがありますか。 

 

○何度か利用している [月  回] 

○たまに利用している [月  回] 

○ほとんど利用したことがない → ６へ進んでください 

○存在を知らなかった     → ７へ進んでください 

 

４.南部公民館を利用したことがある方にお聞きします。どのような用件で訪

れましたか。（複数回答可） 

 

○本の貸し出し  ○会議室等部屋の利用  ○市役所出張所 

○ロビー     ○トイレ         

○その他 [                ] 

 

５.南部公民館を利用したことがある方にお聞きします。どのような手段で行

かれましたか。 → ７へ進んでください 
 
  〇自家用車  〇自転車、バイク 〇バスなどの公共交通機関 
  〇徒歩     〇その他 [        ] 
 

裏面もお願いします。 

資料 ③－３ 



 

６.南部公民館をほとんど利用したことがない方にお聞きします。利用をしない

主な理由はありますか。 

 

○交通手段がない       ○駐車場がない 

  ○用事がない         ○その他[            ] 

 

７.南部公民館図書室はどのような図書室になってほしいですか。（複数回答可） 

 

 ○閲覧スペースより本の冊数を増やしてほしい 

 ○本の冊数より閲覧用スペースを増やしてほしい 

 ○学習スペースを広げてほしい 

 ○その他[                            ] 

 

８.図書室にはどのような本を置いてほしいですか。 

 

 ○一般向けの文学（小説など） 

 ○一般向けの実用書・教養書（歴史・時事・医学・家事・芸術など） 

 ○児童向け（絵本・小学生向けなど） 

 ○中高生向け（ライトノベル・マンガなど） 

 ○文庫本     ○その他 [                 ] 

 

９.南部公民館にあったら利用したいものはありますか。（複数回答可） 

 

 ○貸し部屋（会議室）  ○貸し部屋（フロア）  ○図書室（本の貸出） 

○学習スペース     ○図書室（本の閲覧スペース）           

 ○作品展示スペース   ○ノートパソコン使用スペース   

 ○授乳スペース     ○休憩場所       ○フリースペース 

 ○トイレ        ○その他[                ] 

 

１０.その他、ご意見などをお聞かせください。（自由記述） 

 

 

 

 

 ご協力ありがとうございました。３月  日（ ）までに返信用封筒にて投函

をお願いします。 

               アンケートに関する問合先 

                豊明市立図書館 電話（0562）92-4946 



































その他 報告事項 

【ＩＣタグによる非接触型システムの導入について】 

 新型コロナウィルス感染防止の為、職員と利用者の接触を少なくすること、また更なる利

用者サービスの効率化のため、現在の図書館システムに IC 化による効率的な図書館システ

ム機能を追加します。 

図書館資料全てに IC タグを貼付し、利用者本人が貸出・返却処理を簡単に行えるセルフ

システムを導入します。IC タグにより図書館資料の管理が容易になり、不正持出の防止に

もつながります。 

ＩＣタグの貼付は完了しており、令和３年５月末頃機器を導入し、６月に稼働予定です。 

 

【旧栄分室に予約本受取等について】 

令和３年４月以降の取扱い 

 〇返却ポスト  

場所 右図のとおり 

 〇予約本受取 

  場所 右図のとおり 

  日時 

毎週日曜日 午前９時３０分～１１時３０分 

   ※受取りができなかった場合、１週間以内で 

    あれば本館で受取り可能です。 

栄児童クラブでの受渡し等は利用者に不便のため 

場所等に関しては現行のままとします。 

 

【在架資料のＷＥＢ予約について】 

現在予約は貸出中の資料に限られていますが、令和３年４月以降は在架資料であっても

ＷＥＢ予約（取置き）が可能になります（現在の予約と同様、週刊誌等は不可）。これによ

り、来館前に必要な資料を確保したり、自宅から最寄りの図書館（室）で本の受取りが可能

となります。 

 

【南部公民館図書室の貸出時間延長について】 

令和３年４月以降、南部公民館図書室での資料貸出等の利用時間を延長します。 

現 在 午前９時～午後９時（返却、貸出は午後７時まで） 

変更後 午前９時～午後９時  

※午後７時以降も閉室時間まで貸出等が可能 

 

資料 ⑤  


