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Ⅰ 一関市立図書館サービス計画の策定                           
 
１．一関市立図書館サービス計画の目的 
  当市では、市立図書館の現状と課題を明らかにし、そのあり方を示したうえで図書館を振興してい

くため、図書館行政の基本である一関市立図書館振興計画（以下「振興計画」という。）を策定しまし

た。 
  また、市民 20 人からなる新一関図書館整備計画委員会において検討された新一関図書館整備基本構

想並びに基本計画（以下「基本構想等」という。）は、振興計画を踏まえつつ、中央図書館機能を持つ

新一関図書館の運営方法やサービス、資料収集、施設、職員体制の方向性について示したものであり、

その考え方は新一関図書館に限らず、市立図書館全ての方向性を示すものです。 
一関市立図書館サービス計画（以下「サービス計画」という。）は、振興計画や基本構想等に位置付

けられた運営方法やサービス、資料収集、施設、職員体制のあり方をより具体化するため一関市教育

委員会が策定するものです。 
一関市立図書館は、このサービス計画を市民と共有し、市民の参画を得ながら様々な施策に取り組

むとともに、図書館職員にとっては職務遂行の指針とし、積極的な図書館サービスのより一層の充実

を図ることを目的とします。 
 
 

２．一関市立図書館サービス計画の位置付け 
  サービス計画は、「一関市総合計画」、「一関市教育振興基本計画」、振興計画、基本構想等、その他

の関連する計画との整合を図りながら、図書館運営の基本的な方向と具体的な方策を明らかにし、関

連する施策を体系的に実施するため位置付けられるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．一関市立図書館サービス計画の期間 
  サービス計画の期間は、平成 23 年度から平成 27 年度までとし、社会情勢の変化等必要に応じて見

直しを行います。 

運営 サービス 資料 施設 職員体制

一関市立図書館協議
会

一関市立図書館
資料収集方針

（仮称）地域図書館
懇談会

一関市立図書館
資料選定基準

一関市立図書館
運営方針

選書委員会

一関市立図書館振興計画（平成21年5月）

新一関図書館整備基本構想・基本計画（平成22年10月）

一関市立図書館サービス計画（平成24年3月）

一関市総合計画（平成18年12月）

３．人を育み文化を創造する生きがいのあるまちづくり

一関市教育振興基本計画（平成19年12月）

第３章　共に学び触れ合う社会教育の推進
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Ⅱ 一関市立図書館の目指すべき方向性                              
 
１．一関市立図書館振興計画における方向性 
 一関市立図書館振興計画では、図書館が生涯学習社会の基盤となり教育立市の理念の実現に寄与する

ことを期待するとともに、地域における情報拠点施設としての役割を果たすものとし、方向性を次のと

おり定めています。 
  いつでも、どこでも、だれでも、知り、学び、楽しめる図書館 
 
２．一関市立図書館振興計画における数値目標 
 一関市立図書館振興計画では、各種事務事業や図書館サービスを展開し図書館の振興を図るための数

値目標を次のとおり定めています。 

 現状（平成 21 年度末） 目標（平成 27 年度） 

１．貸出総点数（個人貸出のみ） 599,059 点 894,000 点

２．開架スペース面積 およそ 2,507 ㎡ 5,750 ㎡

３．蔵書点数 525,015 点 676,000 点

４．雑誌購入タイトル数 257 種 382 種

５．専任職員数 16 人 42 人

６．その他の司書数 16 人 26 人

７．資料購入費（年間） 30,000,000 円（計上分）

10,000,000 円（臨時分）
66,000,000 円

 
３．新一関図書館整備基本構想及び基本計画の内容 
 新一関図書館整備基本構想等については、中央図書館機能を備えた新一関図書館を整備するための基

本的な考え方について、市民の代表からなる新一関図書館整備計画委員会において検討を進めてきまし

た。その考え方については、新一関図書館のみならず、市立図書館全ての方向性ともなるものです。 
 
（１）方向性 

   図書館が誰でも、どこに住んでいても、市民の日常生活、文化の創造活動、経済産業活動、地域

活動などとつながる施設となることを目指します。 

   豊かなことばの交流による、豊かな人間関係の構築、豊かな地域社会の創造を担う施設となるこ

とを目指します。 

   市民の読書活動推進と適切な資料提供を通して、生涯学習社会の基盤となり、教育立市の理念を

実現するとともに、地域における情報拠点施設となることを目指します。 

基本理念「でかけよう ことばの海へ 知の森へ」 
 

（２）数値目標 

    現状 
（平成 21 年度）

中期目標 
（平成 27 年度） 

長期目標 
（平成 32 年度）

１．人口１人当り貸出総点数 5 冊／人 7 冊／人 10 冊／人

２．年間貸出冊数 総  数 599,059 点 894,000 点 1,119,000 点

３．個人貸出登録者数 
登録者数 19,571 35,200 人 55,900 人

人口に占める

割合 16％ 30％ 50％
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４．一関市立図書館サービス計画の数値目標 
（１）数値目標 

    現状 
（平成 22 年度）

中期目標 
（平成 27 年度） 

長期目標 
（平成 32 年度）

１．人口１人当り貸出総点数 5 冊／人 7 冊／人 10 冊／人

２．年間貸出冊数 総  数 633,858 点 904,700 点 1,136,500 点

３．個人貸出登録者数 
登録者数 26,610 36,800 人 57,800 人

人口に占める

割合 21％ 30％ 50％

 

 

５．一関市立図書館サービス計画の内容 
 サービス計画では、一関市立図書館振興計画や新一関図書館整備基本構想等に位置付けられた以下の

項目をより具体化した内容とします。 
 
（１）運  営 

市立図書館がどのような手段で市内全域サービスを展開していくのか、そのためのサービス網の

考え方や運営方法等について位置付けます。 

また、児童・生徒がいつでも本に触れ、考え、創造し、知識を増やしていくとともに、心豊かな

成長を支援する読書活動を推進するため、学校図書館との連携を図ります。 

さらに、中央図書館、地域館、移動図書館や館外サービスの充実、さらには学校図書館との連携

とともに、大学図書館や他自治体の公立図書館との連携を図り、市内全域サービスを展開します。 

 

（２）サービス 

市立図書館が市民に対してどのようなサービスを展開していくのか、基本となるサービスの種類

や方法を示します。 

また、利用階層別に具体的なサービス内容を示し、展開していきます。 

 

（３）資  料 

平成 27 年度まで年度ごとの資料整備計画を示し、新鮮な情報や市民が求める資料の収集に努めま

す。 

また、収集する資料の種類や収集方法について示し、その資料を効率よく全域に配送するシステ

ムについても整備を図ります。 

 

（４）施  設 

各図書館施設の整備を進め、利用者サービスに深く関わる図書館システムの更新や、ＩＣタグ、

自動貸出機など各種機器の導入について計画を示します。 

 
（５）職員体制 

市民が必要とする資料や情報を的確に提供し、信頼を得るためにも経験を積んだ専任司書の配置

を行います。 

また、職員のやる気を引き出す環境作りや研修を実施し、人材育成に努めます。 
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Ⅲ 運 営                                                
 
１．運営方法 
  

（１）図書館のサービス網と役割分担 

  一関市立図書館は、次のサービス網によって構成されます。 
 
 ①中央図書館機能を持つ拠点館（中央図書館） 
  【該当館】一関図書館 
  【主な機能と役割】 
  ○市立図書館全体の運営管理と組織的サービスを統括する中心館としての機能を持ち、あらゆる

面で地域館をバックアップする役割を担います。 
○市立図書館や市内学校図書館で所蔵する資料の総合的な管理を行います。 
○レファレンスサービスを充実させ、地域館の参考調査の援助を行うほか、レファレンスに関す

る研修や情報の提供を積極的に行います。 
  ○市立図書館と他自治体の図書館、岩手県立図書館、国立国会図書館などを結ぶ相互協力ネット

ワークにおける一関市の窓口となります。 
 
 ②地域館 
  【該当館】一関図書館、花泉図書館、大東図書館、千厩図書館、東山図書館、室根図書館、 

川崎図書館、藤沢図書館 
  【主な機能と役割】 
  ○地域館はそれぞれの地域で身近な図書館として、地域の特徴や要求を反映した資料収集を行い、

保存するとともに、貸出をサービスの中心とします 
○一般教養、実用、趣味および娯楽に資する資料、その地域に関する資料のほか調査研究に資す

るための基本的参考図書の収集に重点を置き、利用案内や読書相談、レファレンスを行います。 
  ○書架配置、閲覧スペースなど児童や高齢者、障がい者等にも配慮し、誰にでもよりわかりやす

く使いやすい工夫を進めます。 
   ○地域館は地域の小中学校との連携の窓口でもあり、児童・生徒の読書活動を支援します。 
 
 ③移動図書館、館外サービス 

   【現  状】 
   ・移動図書館（BM 運行） 

わかくさ号（一関） ステーション 53 箇所 
なぎさ号（大東）  ステーション 23 箇所、配本所 22 か所 
やまゆり号（東山） ステーション 31 箇所 

・館外サービス 
花泉図書館（公用車） ステーション 35 か所、団体貸出 15 団体 
千厩図書館（配本車） 地域駐在文庫 4 か所、施設配本所 4 か所 
東山図書館（公用車） 団体貸出 21 団体 
川崎図書館（公用車または自主配送） 団体貸出 6 団体 
藤沢図書館（公用車または自主配送） 団体貸出 3 団体 
 

   【主な役割】 
   ・当市は広大な面積を有しており、図書館に容易に来館できない地域が多くあることから、これ

ら地域に住む住民に対し、必要とする資料の提供やレファレンスサービスを行います。 
・また、病院や施設などへ積極的に訪問し、図書館利用に障がいのある利用者へのサービスを充

実させます。 
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   【方向性】 
   ・移動図書館や館外サービスの充実により、中央図書館や地域館に容易に来館できない地域の住

民に対し、巡回や配本のサービスを行い、市内全域サービスを展開します。 
・移動図書館については、現在一関図書館、大東図書館、東山図書館に 1 台ずつ配備されている

BM 車の有効活用に努めるとともに、ステーションの見直しを行います。 
   ・館外サービスについては、BM 車の利用や配本車の充実により配本や団体貸出の充実を図りま

す。 
 
◆移動図書館検討スケジュール◆ 

内 容 H23 H24 H25 H26 H27 
サービス範囲 検討     
車両の確保 検討    
車両基地 検討     

ステーション 検討     
サービスの提供      

 
◆館外サービス検討スケジュール◆ 

内 容 H23 H24 H25 H26 H27 
サービス範囲 検討     
車両の確保 検討    

ステーション 見直し     
サービスの提供      

 
◆図書館のサービスポイント◆ 

サービスポイント整備計画 現状（H23） H24～H25 H26～H27 
中央図書館 ０ １ １ 

地域館 8 8 8（藤沢含む） 
移動図書館によるステーション・配本所 129（一関・大東・東山） 129（一関・大東・東山） （全市） 

配本車による館外サービスステーション 85（花泉・千厩・東山・

川崎・藤沢） 
85（花泉・千厩・東山・

川崎・藤沢） （全市） 

団体貸出等（団体数） 522 （全市） （全市） 
 
 
◆図書館のサービス圏（利用圏域）◆ 

館  名 サービス圏域 館  名 サービス圏域 
新一関図書館 全市 東山図書館 東山地域 
花泉図書館 花泉地域 室根図書館 室根地域 
大東図書館 大東地域 川崎図書館 川崎地域 
千厩図書館 千厩地域 藤沢図書館 藤沢地域 
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◆中央図書館と地域館における役割◆ 
中央図書館 地域館

ア．企画
一関市立図書館振興計画の立案、見直し、進行管理 ○
一関市立図書館サービス計画の立案、見直し、進行管理 ○
一関市立図書館協議会の運営 ○
（仮称）地域図書館懇談会の運営 ○
自動車図書館サービスポイント、配本所の配置計画の運用、管理 ○
学校図書館への支援内容の企画、調整 ○

イ．運営
予約資料の総合管理 ○
書誌情報の総合管理 ○
図書館サービスに関わる情報収集と地域館等への情報提供 ○
コンピュータ・オンラインシステムの開発、運用、管理 ○
図書館の広報、ホームページ管理 ○
図書館資料配送システムの運用、管理 ○
他自治体、県立、国立国会などの図書館との相互協力と資料情報ネットワークの窓口 ○
ボランティアの受け入れ体制等の調整、窓口 ○

ウ．資料
一関市立図書館資料収集方針や一関市立図書館資料選定基準の立案、見直し、進行管理 ○
一関市立選書委員会の運営 ○
選書会議の運営 ○（全市） ○
市立図書館や市内学校図書館で所蔵する資料の選書、発注、整理、保存計画策定など資料の総合的な管理 ○（全市） ○（地域）

行政資料の収集、整理、保存など総合的な管理 ○
寄贈資料等の受け入れ基準等の立案、見直し、進行管理 ○

エ．サービス
レファレンスサービス ○ ○
地域館のレファレンスサービスの参考調査援助 ○
郷土並びに行政資料及び市民と市政への時事的情報資料の収集と提供 ○
レファレンス資料、情報、ツールの収集と提供 ○
利用者向け資料検索やシステム機器の使用ガイダンス ○
利用者登録、利用案内 ○
図書、視聴覚資料などの貸出、返却 ○
読書相談 ○
資料の予約、リクエスト受付 ○
コピーサービス ○
乳幼児、児童、青少年、成人・社会人、高齢者、障がいのある人へのサービス ○
多文化サービス ○
行政機関へのサービス ○
学校図書館への支援 ○
講座、講習、講演会、企画展、映画会、お話し会などの計画・開催 ○

オ．総務
市立図書館全体の庶務管理業務（施設維持管理、人事管理、図書館予算の執行管理、予算書、決算書、実績報告書などの作成と調整） ○
職員の育成方針の立案、見直し、進行管理、職能研修の企画と実施、司書講習、専門研修への参加調整 ○  

 
◆図書館の規模と位置◆                          H23.4.1 現在 

館名 位  置 蔵書能力 
（蔵書数） 規 模 備 考 

一関 田村町 5-25 140,000 
（147,872） 909 ㎡

H26 移転予定 
蔵書能力 500,000 冊 

花泉 花泉町老松字水沢 193 47,000 
（47,682） 133 ㎡

H25 移転予定 
蔵書能力 74,000 冊 

大東 大東町摺沢字新右エ門土手
12-2 

104,000 
（130,864） 1,284 ㎡  

千厩 千厩町千厩字北方 171-7 62,000 
（67,793） 860 ㎡  

東山 東山町長坂字町 335-1 50,000 
（47,402） 656 ㎡  

室根 室根町折壁字八幡沖 345 30,000 
（21,173） 279 ㎡  

川崎 川崎町薄衣字諏訪前 7-1 79,500 
（74,393） 794 ㎡  

藤沢 藤沢町藤沢字仁郷 12-5 45,000 
（46,265） 277 ㎡  

計 557,500 
（583,444） 4,915 ㎡ 蔵書能力 899,500 冊 
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（２）各図書館の特徴 

   中央図書館機能を持った一関図書館と各地域館の地域特性や運営内容の特徴を明らかにします。 
 
①一関図書館 

一関市は、岩手県南端、南と東に宮城県、西に秋田県と接し東北一の大河北上川がゆるやかに流

れる水と緑の豊かなまちです。市内からは、西に国定公園栗駒山を仰ぎ、中心部を流れる磐井川の

上流には温泉郷が形成され、名勝厳美渓、国指定史跡、骨寺村荘園遺跡など、自然と歴史に育まれ

た資源が多数あり、地域の歴史文化を知るとともに観光地としても広く知られております。 
一関市の歴史は古く、旧石器時代から人が住み始めた形跡がみられ、平安時代末期には日本史に

大きな足跡を残した藤原三代の影響を受けて栄えました。その後、葛西氏、伊達氏、田村氏の治政

下となり歴代藩主は、教育、文化の興隆に力を注ぎ、多くの優れた人材を輩出しております。わが

国初の近代国語辞典「言海」を編纂した大槻文彦や蘭学者の建部清庵、外交官の高平小五郎、彫塑

家の長沼守敬、工学博士の阿部美樹志など、その功績は記された資料からもうかがい知ることがで

きます。なかでも一関博物館においては、こうした地域の歴史の流れと文化的特色をあらわした展

示や研究をすすめており、図書館資料とともに郷土の歴史・文化について深く知ることができます。

また、現在においても短期大学、高等専門学校、高等学校（公立、私立）、高等看護学校、専門学校

が設置されるなど高等教育に力が注がれています。 
さらに、交通の結節点として古くから栄えており、高速道路や新幹線など高速交通網の充実で文

化、流通、産業においては更なる波及効果があり交流人口の増加や雇用の場の拡大が促進されてお

ります。 
これらの地域特性を踏まえ、市民の多様な学習要求に応えるべく計画的資料収集と保存、関係機

関との連携による利用者サービスの拡充を図りながら、社会情勢や地域課題について時機を捉えた

資料や情報、サービスが提供出来る図書館を目指します。 
 
 
②花泉図書館 

花泉地域は、岩手県の 南端に位置し、のどかな田園地帯に囲まれた緑豊かな自然に恵まれてい

ます。地名にちなんだ花と泉の公園に代表されるように、四季の魅力にあふれた花と泉の里であり

日本一の餅つき大会は、まちづくりの一環として地域を挙げて取り組んでいます。 
花泉地域には多くの遺跡・遺物があり、特にも金森遺跡から出土したハナイズミモリウシは著名

であり、また貝取貝塚も規模の大きい内陸部貝塚として知られています。 
さらには、江戸時代に関流和算の普及発展に貢献した千葉胤秀の出身地でもあります。 
そして、毎年２回開催される互市では、江戸時代からの歴史を誇り、古くからの地域住民の交流

の場となっています。 
これらの地域特性を踏まえ、植物から歴史に至るまで、地域に即した資料や情報の収集・保存に

努めるとともに、地域の活性化を図ります。 
また、中学校に隣接していることから、青少年用図書の充実に努め、児童、青少年を対象とした

サービスを展開するとともに、生涯学習の拠点や地域の交流の場として、気軽に利用できる読書環

境の整備を目指します。 
 
 
③大東図書館 

大東地域は緑豊かな山々と砂鉄川などの清流に恵まれた室蓬譲水の里です。豊かな自然を背景と

した産業や、名勝・レクリエーション施設などがあります。また、「無刑録」を執筆した芦東山など、

多くの先人が輩出されています。さらに、大東大原水かけ祭りなどの様々な祭りや秀衡塗り・鹿踊

りなどの伝統工芸や伝統芸能が受け継がれています。 
市内で も高齢化率が高く、基幹産業である農業は、勤労者の高齢化と担い手不足から、若者定

住と後継者の確保が課題です。青・壮年の多くは、市内・奥州市・北上市等の誘致企業へ勤務して

いる状況です。広範な地域であることから幼・保育施設や小・中学校が多く、図書館の近隣に高等
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学校が１校あります。 
これらの地域特性を踏まえ、来館が困難な住民のため館外サービスを充実し、利用の拡大を図り

ます。また、高齢者が利用しやすい資料を充実するとともに、図書館利用の入口となる児童サービ

スや青少年サービスにも重点を置き、生涯に渡る図書館利用へとつなげる必要があります。 
単独施設であることから、関係機関と連携し、また地域の課題解決や地域住民のニーズに即した

資料を収集・提供し、地域住民に親しまれ、生き甲斐を支える図書館を目指します。 
 
 

 
④千厩図書館 

千厩地域は古くから源義経の愛馬、大夫黒を代表とする馬産地として知られ、地名は千の厩(うま

や)があったことに由来すると伝えられています。気仙沼街道の宿場町でもあり、夫婦和合の神とさ

れる奇岩、夫婦石は人々の信仰を集めてきました。葉煙草や養蚕が主力産業だったことから、国指

定登録有形文化財のせんまや街角資料館（旧葉煙草専売所）や、全国的にも珍しいたばこ神社など

があり、往時を偲ばせています。 
また、旧横屋酒造の酒蔵群も国指定登録有形文化財として保存され、現在では蔵の一部をリニュ

ーアルした酒のくら交流施設が各種イベント等に盛んに活用されています。4 月～10 月の第 2 土曜

日に開催されるせんまや夜市は、商業振興の催しとして定着し、他県からも多くの人々が訪れ交流

の場ともなっています。 
これらの地域特性を踏まえ、かつて地域経済を支えた基幹産業の煙草、養蚕、馬関連にも考慮し

つつ、近未来産業技術に重点を置いた資料の収集と活用により、地域の生活文化や経済に寄与する

ことを目指します。 
さらに、千厩図書館は地域住民待望の図書館として平成 14 年に開館し、生涯学習の場として住民

とともに歩んできました。今後も情報発信、情報拠点という観点から引き続き 新の資料を迅速に

収集し、新鮮な形で利用者に提供していきます。 
そして開館以来、学校図書館を支援してきた実績をもとに、各種行事などを通じて地域の学校と

連携した活動を継続し、児童・生徒の健全育成に資するサービスと読書推進に取り組みます。 
 
 
⑤東山図書館 

         東山地域は、石灰岩質の地層が形成する日本百景猊鼻や日本 古の鍾乳洞幽玄洞などの天然資源

を活かした観光と、地域内に広く分布する豊富な地下資源を活用した石灰産業の町です。そのため、

第 2 次産業従事者の割合が多く、会社員、核家族などが多いことも特徴の一つです。 
宮沢賢治が旧東北砕石工場の技師として活躍した縁から、地域内には賢治研究に関する希少な専

門書を備える双思堂文庫や、賢治の足跡を通じて石灰産業の歴史に触れることができる石と賢治の

ミュージアムなどがあります。 
また、平泉藤原文化の遺産と伝えられる東山和紙や紫雲石硯は、地域を代表する伝統工芸として

職人たちにより守り受け継がれ、元旦に行われる磐井清水若水送りも、平泉藤原文化との関わりが

深かったことを今に伝える伝統行事です。 
これらの地域特性を踏まえ、日本の公開図書館の創始者である青柳文蔵生誕の地として先人の思

いを受け止め、幼少期からの読書習慣の定着、継続のための取り組みに力を入れるとともに、併設

する施設と連携し、市民の知的関心や地域課題に応える図書館を目指します。 

 
 
⑥室根図書館 

室根地域は、雄大にそびえる室根山をはじめ、室根神社特別大祭、木造聖観音立像などの重要な

文化財、豊富に埋蔵している室根石（御影石）など、他に誇れる固有資源が多くあり、恵まれた自

然の中で星空観察に適していることから国より星空の街に指定されています。室根山頂には天体望

遠鏡を備えたきらら室根山天文台では本格的な天体観測や子どもたちの学習に活用されています。 
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また、隣接する宮城県気仙沼市とは地理的・歴史的につながりが深く、人的・経済的交流が盛ん

に行われています。 
さらに、太平洋に連なる山々と海の豊かさを守る活動森は海の恋人植樹祭が毎年開催され、全国

的に大きな反響を呼んでいます。 
これらの地域特性を活かした図書館運営を行うとともに、保育施設、学校図書館、公民館など関

係機関と連携し、ともに学びともに成長していく図書館づくりを目指します。 
 
 
⑦川崎図書館 

川崎地域は、古より北上川、砂鉄川、千厩川の三つの川と水の歴史とともに歩みを進めてきまし

た。河崎の柵碑のある一帯は、当時の蝦夷、朝廷双方にとっての要衝として知られています。豊か

な川の恵みを受けながら、同時に幾多の水害との闘いを乗り越え、河川・幹線道路の改修等が行わ

れ現在に至っています。 
また、国道２８４号線沿いには道の駅・かわさきを中心とした商業エリアがあり、沿岸部と内陸

部を結ぶ人とモノの交流の中継地として、地域活性化の重要な役割を担っています。また、地域の

独自性を活かしたイベントである花火大会やＥボート大会は川とともに生きるまちづくりの推進を

象徴しています。 
 これらの地域特性を踏まえ、未来に向けた人づくり、町づくりのために児童生徒らには知的好奇

心が広がる面白さを知ってもらい、一般利用者には必要とする情報を提供し、一人一人の自己実現

を支援するサービスの向上に努めます。さらには、併設する公民館と連携し、文化・学習・情報の

拠点、地域間交流の場として、来館するすべての方々に図書館を楽しんでもらえるような環境づく

りを目指します。 
 
 
⑧藤沢図書館 

藤沢地域は、宮城県境に位置する豊かな自然と北上川に囲まれた静かな中山間地域です。地域中

央部には、保健医療福祉を一体的に担う国保藤沢病院や子育てを支援する認定子ども園があり、高

齢化と少子化に対応した住民福祉を基本とする地域づくりを進めています。 
また、地域特性を活かした農業の振興、豊かな自然を満喫し体験を楽しむグリーンツーリズムの

推進など、産業と観光の一体的な振興も図っています。土と炎の祭典縄文の炎・藤沢野焼祭には、

全国各地から人々が訪れ、この祭りのシンボルである岡本太郎作のブロンズ像縄文人は、この地域

のシンボルにもなっています。 
かつて仙台藩領であったこの地域には、大籠キリシタン殉教史跡や幕末の勤皇派若年寄を務めた

三好監物の甲冑、明治初期にグアテマラに渡り、写真家として活躍した屋須弘平の遺品など貴重な

文化財が多く残され、歴史を今に伝えています。 
このような地域づくりや歴史を踏まえた資料の収集・保存に努めると共に、併設する公民館と連

携しながら、幼児期からの読書習慣の形成と生涯学習の支援に努め、住民の心の拠り所となる図書

館を目指します。 
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（３）運営方法の見直し 

 

①開館日、開館時間、休館日 
開館日、開館時間、休館日は次のとおりとします。 
 

館名 開館日（現状と同じ） 開閉館時間（現状） 休館日 

新一関図書館 火～日曜日 平日    10:00～20:00（10~18） 
土・日・祝 10:00～19:00（10~18） 

 
月曜日 
 

新花泉図書館 月～木・土・日曜日
平日    10:00～19:00（9~17） 
土・日・祝 10:00～18:00（9~17） 

 
金曜日 
 

大東図書館 火～日曜日 平日    10:00～19:00（10～18） 
土・日・祝 10:00～18:00（同） 

 
月曜日 
 

千厩図書館 火～日曜日 平日    10:00～19:00（同） 
土・日・祝 10:00～18:00（9～17） 

 
月曜日 
 

東山図書館 月・水～日曜日 平日    10:00～19:00（同） 
土・日・祝 10:00～18:00（10～19） 

 
火曜日 
 

室根図書館 月・水～日曜日 平日    10:00～19:00（10～18） 
土・日・祝 10:00～18:00（同） 

 
火曜日 
 

川崎図書館 火～日曜日 平日    10:00～19:00（同） 
土・日・祝 10:00～18:00（同） 

 
月曜日 
 

藤沢図書館 火～日曜日 平日    10:00～18:00（9:30～17:30） 
土・日・祝 10:00～18:00（9:30～17:30） 

 
月曜日 
 

全館共通   
年末年始、 
資料整理日、 
特別整理期間 

 
 
②貸出点数と貸出期間 

  貸出点数と貸出期間は次のとおりです。なお、利用者サービスの向上につながる貸出点数と貸出期

間の見直しについて検討を進めます。貸出点数と貸出期間は全館同じとします。 
・貸出点数 無制限 (うちビデオ、DVD は各館 1 人 5 点まで)（現状） 
・貸出期間 3 週間 （現状） 
 

③団体貸出 
団体貸出の貸出点数と貸出期間は次のとおりです。なお、利用者サービスの向上につながる貸出点

数と貸出期間の見直しについて検討を進めます。 
・貸出点数 無制限 （現状） 
・貸出期間 1 か月 （現状） 
 

④広 報 
市立図書館の利用方法や活動をよりわかりやすく市民へお知らせするため広報活動を行います。 
・図書館ホームページによる利用案内や新着図書案内などの情報提供。 
・「広報いちのせき」への図書館だより掲載。 
・マスコミヘの定期的な情報提供。 
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２．学校図書館との連携 
  

（１）一関地区図書館ネットワーク協議会のあり方 

  ①現 状 

  ・一関市の一部（旧東磐井地域）では公立図書館と学校図書館をネットワークで結び、資料を有効

に活用しています。 

  ・一関、花泉地域では過疎対策事業により学校間の資料配送システムを構築し運用しています。 

  ・調査学習用図書については、学校図書館支援センター（千厩支所内）に常置するとともに、セン

ターで貸出・返却処理を行っています。 

 

  ②方向性 

  ・平成 23 年 9 月、一関市と藤沢町の合併に伴い協議会が発展的に解散されました。 

  ・学校図書館の利便性を損なうことなく、システムを構築します。 

  ・システム、物流（配送）とも公立図書館と学校図書館を一体的に捉え検討します。 

 

  ③対 応 

  ・学校図書館におけるシステムについては、公立図書館システムと連携し一体的な運用を検討しま   

す。 

・配送システムについては、公立図書館と学校図書館を合わせたシステムとします。 

  ・新一関図書館を（仮称）学校図書館支援センターに、地域館を（仮称）学校図書館支援サブセン

ターに位置付けます。 

  ・調査学習用図書については、当分の間、西地区分を新一関、東地区分を川崎に常置し、将来は各

学校で常置できるよう検討を進めます。 

  ・学校図書館のマーク及びバーコードについて、既存資料については将来的に除籍対象となりうる

資料についてはそのままとし、それ以外の資料及び新たに購入する資料については、公立図書館

と同じものとします。 

 
 
（２）学校図書館への支援 

  ①現 状 

  ・読書普及員 14 名が学校図書館へ配置されています。 

  ・学校図書館の資料購入予算は、年間およそ 20,000 千円程度となっています。 

 

  ②方向性 

・学校図書館を積極的に支援します。 

  

③対 応 

・読書普及員については、平成 24 年度を目途におおむね２校に１人配置する予定となっています。 
・読書普及員のあり方について検討を進めます。 
・読書普及員は、児童・生徒への読書指導等、授業に必要な資料の相談や収集、学校図書館への資

料の配達・配架・返却、学校図書館の整理、学校図書館資料の貸出事務など、学校図書館を支援

し学校における読書普及を支援します。 
・一関地域内の学校図書館は中央図書館（学校図書館支援センター）が支援し、他の地域内の学校

は、当該地域の地域館（学校図書館支援サブセンター）が支援します。 
  ・学校図書館の資料購入の方法について検討を進めます。 

  ・児童・生徒が多くの資料に触れることができる環境を整備するため、学校図書の配送車による定

期巡回等、資料の配送方法を工夫します。 

・読書普及員のレベルアップを図るための研修等を行います。 
・その他、司書教諭、学校図書館担当教職員に対する研修や資料選択のための情報提供を行います。 
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◆学校図書館支援計画◆ 

内 容 H23 H24 H25 H26 H27 
図書館システム 検討    

マーク 検討    

人的体制（読書普及員） 検討    
学校図書の購入 検討    

学校図書の配送方法 配送方法の検討 実施    
学校図書館支援 支援内容の検討 支援    

 

 

 

３．他館との連携を含めた市内全域サービス 
  

（１）大学図書館や公立図書館との連携 

  ①現 状 

  ・一関工業高等専門学校の図書館では、生涯学習、調査・研究等で必要とされる資料を提供するた

め、学外の方への図書館解放を実施しています。充実した理工学系の図書のほか、小説や新書、

文学全集、美術全集なども所蔵しています。（1 人 4冊まで 期限は 2 週間） 

  ・また、一関修紅短期大学にも図書館があります。 

・岩手県立図書館や県内他市町村の公立図書館など、のべ 2000 件を超える相互貸借を行っていま 

す。 

 

②方向性 

  ・博物館や公民館、高専や短大等大学図書館との連絡・協力を図ります。 

・近隣市町村の図書館、県立図書館、国立国会図書館等との連携の充実を図ります。 

・図書館主催事業や企画展等における一関高専や修紅短大からの助言や講師派遣について検討しま 

 す。 

・施設の相互利用協力について検討します。 
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（２）全域サービス概念図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全域サービス（イメージ） 
○中央図書館⇔地域館の蔵書検索、貸出予約が可能(中央図書館や地域館から 1～2 日で貸出館に配送し、利用者へ提供す

る) 
○移動図書館により、図書館へ容易に来館できない地域の住民に対し、サービスを展開する。 
○学校図書館への配本車の定期巡回等により、資料の入替を行い、常に魅力のある資料・情報を提供する。 
○博物館や高専、短大等の連絡協力を図る。

中央図書館 
（新一関） 

地域館 
（ＢＭ有り） 

学校 学校 

学校 学校 

学校 

学校 

【一関地域へのサービス】 

学校 

学校 学校 

地域館 
（ＢＭ無し） 

図書館システム 図書館システム 

学校 

学校 学校 

ＢＭ・配本サービス 

【地域へのサービス】 【地域へのサービス】 

学校図書巡回システム 

図書館システム 

配送システム 司書・読書指導員（読書普及員）

高専・短大 博物館
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４．市民との協働による図書館運営 
 

（１）一関市立図書館協議会の設置 

  ①現 状 

  ・図書館法では、「公立図書館に図書館協議会を置くことができる」とされており、「図書館の運営

に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べ

る機関」とされています。 

  ・一関市図書館条例では、「それぞれの図書館に図書館協議会を置く」とされており、現在は７館そ

れぞれに図書館協議会が設置されています。（委員数各７名） 

   

②方向性 

・これまで、地域の状況を踏まえ、利用者の声を十分に反映した図書館運営がなされるよう、各図

書館に図書館協議会を設置してきました。 

・新一関図書館に中央図書館の機能が位置付けられ、今後、全市的な図書館運営の考え方やサービ

ス方法等については、新一関図書館において企画立案することから、これまでの地域の声を反映

させる組織は残しつつ、新たに全市的な図書館運営に対し意見を述べる全市の図書館協議会を設

置します。 

 

③対 応 

  ・一関市立図書館協議会を設置します。 

  ・委員数は 16 名とし、（仮称）地域図書館懇談会から各 2 名選任します。 

  ・各図書館（中央図書館、地域館）には、これまで同様、地域の状況を踏まえ、利用者の声を十分

に反映した図書館運営がなされるよう（仮称）地域図書館懇談会を設置します。 

・一関市立図書館資料収集方針及び一関市立図書館資料選定基準の進行管理や見直しにあたっては、

一関市立図書館協議会から意見をいただきながら進めます。 
 
 
（２）（仮称）地域図書館懇談会の設置 

  ・一関市立図書館協議会を設置することから、各図書館（中央図書館、地域館）にはこれまで同様、

地域の状況を踏まえ、利用者の声を十分に反映した図書館運営がなされるよう（仮称）地域図書

館懇談会を設置します。 

  ・委員数はこれまでと同様、７名とします。 

 
 
（３）サービス計画の策定と評価、見直し 

  ・策定された一関市立図書館サービス計画は、ホームページへの掲載など、広く市民へ公開します。 

  ・一関市立図書館サービス計画の評価及び見直しにあたっては、一関市立図書館協議会から意見を 

いただきながら進めます。 

 
 
（４）一関市立図書館選書委員会への参画 

・委員会は、市民の代表や各図書館職員で構成します。 
 
 
（５）利用者ニーズの把握 

  ・市民ニーズの把握のため、中央図書館開館前と開館後、定期的に利用者調査を行います。 
  ・図書館利用者への調査だけではなく、利用していない方への調査も行います。 
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（６）ボランティアへの支援 

  ①現 状 

  ・現在、14 グループ、7個人がボランティア活動を行っています。（読み聞かせ、紙芝居、人形劇、

エプロンシアター、マジックショーや腹話術等） 

・全国的には、読み聞かせだけでなく、本の修理や美化活動、点訳や音訳活動、館内や館外の美化

活動、さらには、図書館案内や配架など業務を行うボランティア活動もあります。 

 

  ②方向性 

・ボランティア活動自体が参加者にとっての生涯学習にもなることから、参加者の自主性を尊重し

つつ、余暇活動の一環として、幅広い世代、様々な経験や職歴を持つ市民が参加、活動、交流で

きる環境を整備します。 

・配架等の業務については、市民ニーズの把握が困難になることから、ボランティアの受け入れは

行わず、それ以外の美化活動等について受け入れる方向とします。 

 

③対 応 

  ・環境美化活動（本や資料、館内設備、館外環境など）へボランティアを受け入れます。 

・読み聞かせ活動（朗読、紙芝居、人形劇など）へボランティアを受け入れます。 

・必要な知識・技能等を有するサービス（点訳、音訳、手話など）へボランティアを受け入れます。 

・市民が気軽にボランティア活動に参加できるよう受付窓口を設置します。 

・市民の活動のレベルアップを図るための研修等を実施します。 

 

 

（７）寄贈資料等の受け入れシステムの構築 

  ①現 状 

  ・新一関や新花泉図書館など図書館整備が進行するなか、資料の整備が課題となっており、資料の

整備充実と合わせ、市民の善意を受け入れるシステムの構築が必要となっています。 

 

②方向性 

・寄贈資料の受け入れに対する考え方について整理・検討します。 

・市民の善意を受け入れるシステムの構築について検討します。 

・受け入れのシステムを構築することで貴重な資料の市外への流出を防ぎます。 

 

③対応 

・寄贈資料受入要項を策定します。 

・資料整備における市民の善意を受け入れるため、基金等の創設について検討します。 

  ・市民から寄贈された貴重な資料や市民が保有する貴重な資料を保存展示するため、一関市博物館

と連携を図りながら、（仮称）市民ライブラリーを開設します。  

 

◆スケジュール◆ 
内 容 H23 H24 H25 H26 H27 

一関市立図書館 
協議会の設置  組織の検討 設置   

（仮称）地域図書館懇談
会の設置  組織の検討 設置   

利用者調査   調査  調査 
ボランティアへの 

支援 
受け入れ範囲

の検討 
受け入れ体制

の検討 受け入れ開始 研修等の実施 

寄贈資料等の受け入れ
システムの構築 

受け入れ範囲

の検討 
受け入れ体制

の検討 
（仮称）市民ラ
イブラリーの

開設 
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Ⅳ サービス                                                 
 

１．サービスの充実 
 

（１）図書館サービスの基本 

①積極的な資料提供と資料の案内に努めます。 
 
②乳幼児・児童・青少年の読書活動の推進と学校・学校図書館への支援を行います。 
 
③印刷メディアと電子メディアを相互補完的に使いこなすハイブリッド・ライブラリーを目指します。 

  
④利用階層に応じた図書館サービスの充実に努めます。 
 
⑤交流機能を持った図書館を目指します。 
 
⑥インターネットによるサービスの提供に力を入れます。 
 
⑦行政資料に関する情報提供サービスを充実します。 
 
⑧郷土資料、地域資料の収集、整理、保存の強化と情報提供サービスを強化します。 
 
⑨図書館サービス網の充実、促進に努めます。 

 
 
（２）サービスの種類と方法 
①貸 出 
・資料と情報の提供は、図書館サービスの中でも 優先に取り組み、迅速かつ的確に提供することに

より市民の信頼を得られるよう努めます。 
・資料や情報を求める市民に対して質の高い満足の得られる貸出サービスを行います。 
・質の高いサービスを実現するために、意欲がありかつ経験を積んだ専任司書の配置を行います。 
 
②リクエストサービスと資料・情報案内 
・図書館が提供できる資料は、所蔵している資料のみに止まらず、求められた資料が貸出中または未

所蔵の資料は、予約あるいは購入によって提供します。 
・こうしたリクエストサ一ビスは所蔵中心の考え方から利用者の要求に力点を置いた考え方に図書館

サービスを転換させる重要な要素となります。 
・資料・情報案内は多種多様な資料・情報の中から利用者が求めるものを的確かつ確実に提供するた

めのサービスとして位置付けるとともに、質の高い貸出サービスを支える重要なサービスであるこ

とから、中央図書館には利用者が気軽に相談できるよう資料・情報案内のための専用カウンターを

設置します。 
 
③情報・レファレンスサービス 
・情報・レファレンスサービスは、市民が仕事で必要とする知識や情報、暮らしの中で抱く疑問など

の質問に対しての調査研究援助を目的に行います。 
・市民から寄せられた質問に的確に応えるために、印刷メディアと電子メディアを相互補完的に使っ

たサービスを提供します。 
・利用者自身が自ら情報・資料を検索することを容易にするため、インターネットが使いやすい環境

を整備します。 
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④集会行事活動 
・「人と資料・情報が出会う広場」「人と人が出会う広場」として多くの市民に親しまれ、個人の意思

で気軽に利用される図書館を目指します。 
・中央図書館には集会室等を設け、映画会や各種集会などで使いやすい「広場」となるよう努めます。 
・図書館は、本を借りるだけの所というイメージを払拭し、「知る」「調べる」「学ぶ」「考える」「くつ

ろぐ」「楽しむ」ことができる所と言われるような集会行事活動を推進します。 
 
◆集会行事◆ 

内  容 対 象 

お話会（乳幼児・小学生・幼児） 小学生低学年以下 

乳幼児お話会 小学生未満 

幼児教室（工作教室等） 小学生以下 

子ども映画会 小・中学生 

インターネット情報検索講座 一般 

ビジネス講座 一般 

図書館文化講演会 一般 

ウィークエンドシアター 一般 

図書館コンサート 一般 

企画展 一般 

 

 

２．利用階層別サービス 
 

（１）乳幼児・児童へのサービス 

乳幼児期、児童期の読書体験がその後の心の発達に大きな影響を与えます。子どもたちを本の世界

に誘い、知識の入口に案内することは、図書館の重要な役割のひとつであり、また、一関市の将来を

担う人材を育てることは図書館の重要な役割です。 
 
①児童用資料は、長く読み継がれている評価の高い作品を中心に収集するとともに、資料の点検を密

にして、複本購入や利用頻度の高い資料の買い替えを行い、満足の得られるサービスを提供します。 
 
②絵本の配付を通して乳児期において重要な「心の発達」と「読書によることばの獲得」及び親子で

の図書館利用促進を目的に行うブックスタート事業の実施について検討します。 
 
③おはなしや絵本などの魅力と楽しさを伝えることを目的とした「おはなし会」を定期的に開催しま

す。また、保育所、幼稚園、学校などへ出向き「おはなし会」や「ブックトーク」を行います。 
 
④子どもたちと親のためのブックリストを作成・配布し、子どもたちと本との出会いを支援します。 
 
⑤学校図書館に対し資料を選ぶための情報を提供するとともに、担当教諭と連携し情報や意見を交換

します。また、読書普及員が学校図書館を基本に活動し、児童・生徒への読書指導等、授業に必要

な資料の相談や収集、学校図書館への資料の配達・配架・返却、学校図書館の整理、学校図書館資

料の貸出事務など、学校図書館運営を支援します。 
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⑥健康づくり課などの関係所管と連携し、乳幼児期の読書の重要性をアピールするとともに図書館利

用の促進を図ります。 
 
⑦経験に富んだ児童サービス専門の司書を配置し、徹底した児童サービスに努めます。 
 
⑧絵本を楽しめるようになる前の乳幼児からでも図書館に親しんでもらえるように布絵本や良質なお

もちゃを収集し貸出を行います。 
 スケジュール 

サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27 
①資料の収集と買い
替え 

収集
  複本の調整と見

直し 
 

②ブックスタート事
業の検討 

事業計画策定及び予
算要求     

③おはなし会・ブッ
クトーク開催 

年間計画作成、職員
研修の実施、月 2 回
のおはなし会試行 

月 2 回のおはなし会

開催、出前おはなし

会の随時開催 

週 1 回のおはな

し会開催、出前

おはなし会の随

時開催 

 

④ブックリストの作
成 

他館ブックリストの
収集と比較検討、乳
幼児向けブックリス
ト作成と配布 

小学校向けブックリ

スト作成と配布 
 
 

中学校向けブッ

クリスト作成と

配布 

各種ブックリ

ストの配布と

活用 
 

 
 
 
改訂の検討 

⑤学校図書館支援 学校図書館支援計画のとおり 

⑥健康づくり課との
連携と乳幼児読書支
援 

健康づくり課との協
議、育児相談会時の
読み聞かせ実施、乳
幼児向けブックリス
トの配布 

育児相談会等での読

み聞かせ実施（市内

8 保健センター）、乳

幼児向けブックリス

トの配布 

  

⑦児童サービス専門
司書の配置 配置    
⑧おもちゃの収集・
貸出 収集・貸出    

 

 

（２）青少年（ヤングアダルト）へのサービス 

幼児期から小学校低学年の時期に頻繁に図書館を利用していた子どもたちが、小学校高学年になる

と足が遠のく傾向にあります。十代の子どもたちの人格形成において、豊かな読書経験は大切であり、

生涯にわたり図書館を利用する基礎づくりの時期でもあるため、充実したサービスを行います。 
十代の子どもたちへのサービスは、本を読む、勉強する、音楽や映像に親しむ、友達づき合いやお

しゃべりを楽しむというような生活パターンを考え、その多様さと世代の感性に合わせたサービスを

行います。 
 
①中学生・高校生をはじめとする十代の子どもたちの感性を考慮した資料・情報を提供します。特に

雑誌とインターネットによる情報提供に力を入れます。 
 
②高校生や一関工業高等専門学校や修紅短期大学の学生、さらには盛岡圏・仙台圏へ通学する大学生

(各種学校含む)の職業選択と就職に役立つ資料・情報提供に力を入れます。この場合も印刷メディ

アと電子メディアを相互補完的に用いるサービスを行います。 
 
③CD、DVD など十代の子どもたちの感性に合った音楽資料と映像資料の提供に力を入れます。音楽・

映像資料もリクエストサービスの対象とし、十代の子どもたちの要求を重視したサービスを行いま

す。 
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 スケジュール 
サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27

①資料の収集とイン

ターネットによる情

報提供 

青少年向け資料収 
集、企画展示の実施  

ホームページによる

情報提供 

 

②職業選択と就職に

役立つ資料・情報提

供 

資料収集と提供、高

校図書館訪問とニー

ズ把握 

 

③音楽・映像資料の

提供 
資料収集と提供、テ

ィーンズコーナーの

企画検討 

資料収集と提供、音

楽・映像資料のリク

エスト強化 

資料収集と提供  

 
 
（３）成人・社会人へのサービス 

  成人・社会人へのサービスを行う上で、暮らしと仕事に役立つ資料収集に努めます。 
 
①仕事に役立つ資料・情報提供に力を入れ、一関市の産業（地場産業）に関するものや職業選択やキ

ャリアアップのための資格取得に役立つサービスを提供します。 
 
 ②図書館の資料群の中から「速報性」「おもしろさ」「わかりやすさ」を重視した企画展示に力を入れ

ます。図書館が身近に感じるような内容とし、企画展示によって魅力的な空間の創出に努めます。 
 
 ③利用者がインターネットを経由して、詳細な所蔵資料情報の入手、図書館の利用案内や広報などの

閲覧、図書館が作成したデータベースやレファレンス受付・回答などを利用・閲覧できる環境を整

備します。 
 

 スケジュール 
サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27

①仕事に役立つ資料

の収集 
先進図書館の情報収

集、資料収集計画作

成、ジャンルのリス

トアップ 

資料収集と提供 
 
企画展示の検討 
と試行 

 
企画展示の実施 

 

②企画展示 先進図書館の情報収

集、企画展示の年間

計画作成 

ジャンルのリストア

ップと企画展示の試

行 

企画展示の実施  
企画展示の

見直し 
③インターネットを

活用したサービスの

提供 

先進図書館の情報収

集、利用者用端末配

置計画・利用基準の

作成 

情報検索の職員研修

の実施 
サービスの実施  

 
 

（４）高齢者へのサービス 

高齢者をはじめ誰でも図書館へ出かけてくれば自分の座る場所があり、自分の時間をゆっくり過ご

すことができる〈広場〉としての図書館を目指します。 
 

①高齢者が利用しやすい機器を備え、図書館が楽しみの場となるよう配慮します。 
 
②大きい活字の本や拡大読書機、大型レンズ等を用意します。 
 
③機器操作の苦手な人にも気軽に利用できる視聴覚機器、資料情報検索システムを導入し、操作のサ

ポートをします。 
 
④親しみやすい音声・映像資料を用意します。 



 

20 
 

 スケジュール 
サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27

①高齢者に利用しや

すい機器の配備 
②拡大読書機、大型

レンズの配備 
③利用しやすい視聴

覚機器・情報検索シ

ステムの検討 

先進図書館の情報収

集 
機器の配置計画の作

成 

先進図書館の情報収

集 
機器の配備  

④親しみやすい音

声・映像資料の収集

と提供 

先進図書館の情報収

集、資料収集計画作

成、ジャンルのリス

トアップ 

資料収集と提供、音

楽・映像資料のリク

エスト強化 

資料収集と提供  

 

 

（５）多文化サービス 

外国人へのサービスの充実とともに、市民の多文化に対する理解を深めるため、多文化サービスの

充実に努めます。 
 
 ①外国語の雑誌や新聞等の充実と提供 
 
 ②市民の多文化理解や国際理解に資する資料の収集と提供 
 
 ③図書館内の利用案内や施設サインの多言語化 
 

 スケジュール 
サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27

①外国語の雑誌や新

聞等の充実と提供 
先進図書館の情報収

集 
資料収集計画の作成 資料収集 サービスの開

始 
 

②多文化理解や国際

理解に資する資料収

集・提供 

先進図書館の情報収

集 
資料収集計画の作成 資料収集 サービスの開

始 
 
 

③利用案内や施設サ

インの多言語化 
先進図書館の情報収

集 
サービスの開

始 
 

 
 
（６）障がいのある人へのサービス 

障がいのある人が図書館を利用するのにあたっては、障がいを取り除き、すべての市民が利用しや

すい図書館を目指します。 
 
①目の不自由な人には、点字本、大活字本、録音テープを利用できるようにします。 
 
②対面朗読や録音テープの聞き取りができるようにします。 
 
③布絵本を作成し、貸出します。 
 
④車椅子でも図書館が利用できる書架・家具のフロア配置とします。 
 
⑤病気や障がいなど何らかの理由で来館が困難で直接図書館でのサービスが受けられない人に対して

は、宅配等により資料を届けるサービスの充実に努めます。 
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 スケジュール 
サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27

①点字本、大活字本、

録音テープの収集と

提供 

先進図書館の情報収

集、資料収集計画作

成、ボランティア団

体との協議 

資料収集、録音テー

プ・ＣＤ等の作成 
資料収集、録音

テープ・ＣＤ等

の作成と提供 

 

②対面朗読と録音テ

ープ聞き取りの実施 
先進図書館の情報収

集、ボランティア団

体との協議、サービ

ス実施計画の作成 

ボランティア団体と

の協議、対面朗読等

の職員研修の実施 

対面朗読・録音

テープ（CD）

聞き取りの実

施 

 
 

③布絵本の作成、貸

出 
講習会の実施につい

て検討 
講習会の実施、ボラ

ンティアの要請 
布絵本の作成、

貸出 
 

④車椅子で利用でき

る家具の配置 
家具設計、家具配置

の検討 
家具配置の検討 家具工事 

（新一関・新花

泉） 

 

⑤図書館サービスが

受けられない人への

サービスの検討 

先進図書館の情報収

集、サービス実施計

画の作成 

先進図書館の情報収

集 
サービスの再検

討と実施 
 

 
 
（７）行政機関へのサービス 

一関市及び両磐地区の現状を的確に把握し、将来を考えるためには、行政に関する資料・情報はな

くてはならないものです。本市及び両磐地区が抱えている課題の把握に努め、課題の解決に役立つ資

料・情報の収集・提供に努めます。図書館は、本市及び両磐地区行政機関に対しての資料・情報提供

に力を入れ、行政職員などが必要とする行政関係資料等を的確かつ迅速に提供するよう努めます。ま

た、行政各課の求めに応じて行政資料の保存と提供を行います。 
 
①行政機関への行政に関する資料・情報提供を行います。イントラネットや紙媒体によって地方自治・

行政関係のブックリスト及び関係雑誌の情報提供を行います。 
 
②行政機関への予約・リクエストサービスの充実 

 
③行政機関からの依頼に応じた行政・地方自治に関する調査支援に力を入れ、行政課題の解決に役立

つような資料・情報提供を行います。 
④世界遺産登録に関する資料、ＩＬＣ（リニアコライダー）に関する資料・情報提供を行います。 
 
⑤行政資料を積極的に収集するとともに、組織的に図書館へ提供するシステムを構築します。 
 
 

 スケジュール 
サービス項目 H23 H24 H25 H26 H27

①国や自治体職員へ

の資料・情報提供 
②国や自治体職員へ

の予約・リクエスト

実施と定期配達 

先進図書館の事例研

究と情報収集、市役

所職員の聞き取り、

サービス実施計画の

作成、サービスの試

行 

サービス開始  

③行政課題の解決に

役立つ資料・情報の

提供 
④世界遺産、ＩＬＣ

に関する資料・情報

の提供 
⑤行政資料の組織的

収集システムの構築 

先進図書館の情報収

集、資料収集計画作

成、ジャンルのリス

トアップ 

資料収集と提供  
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Ⅴ 資  料                                               
 
１．資料収集 
 
（１）資料整備計画 

一関市立図書館における年度ごとの資料整備（総冊数）の計画を示します。 
収集に当たっては、各館の特徴を捉えた資料の収集に努めます。 
 
内 容 

H22 
（現状） H23 H24 H25 H26 H27 

一般・青少年 386,893  414,000 441,000 473,000 503,000 534,000 
児童 161,140  176,000 190,000 200,000 209,000 220,000 
地域・行政資料 35,411  36,000 37,000 38,000 39,000 40,000 
視聴覚資料 9,813  10,000 12,000 13,000 15,000 17,000 
小 計（視聴覚を除く） 583,444 626,000 668,000 711,000 751,000 794,000
※計画の整備目標を H27 とします。 
※H28 年度以降も引き続き資料の充実に努めます。 

 
（２）収集資料の種類 

 
①基本的資料の収集 
・辞書、辞典などの参考図書をはじめ、一般図書、青少年用図書、児童図書、外国語図書など各分

野にわたり幅広く収集します。 
・新聞、雑誌など社会的動向や市民のニーズに配慮して、新鮮な情報を収集し提供します。 

 
②地域・行政資料の収集 
・一関市を中心に地理的歴史的に関連のある両磐、岩手県及び宮城県に関する資料を収集します。 
・地域の現状を的確に把握し将来を考えるために、地域の課題解決に役立つ情報や資料を収集しま

す。 
 

③視聴覚資料の収集 
・音楽、映画などの視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ）を収集します。 

 
④障がい者用資料の収集 
・活字を読むのが不自由な人のために大活字本や録音図書などを収集します。 

 
⑤電磁的（デジタル）資料の収集 
・利用者の調査研究の利便性を図るため内部データベース（百科事典・年鑑・行政関連資料等）や

外部データベースも積極的に収集し活用します。 
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（３）資料収集の方法 

①一関市立図書館資料収集方針 

  ・一関市立図書館の資料の収集について基本的な事項を定めます。 

  ・進行管理や見直しにあたっては、一関市立図書館協議会から意見をいただきながら進めます。 

  ・収集方針はホームページへの掲載などにより、広く市民へ公開します。 

 

②一関市立図書館資料選定基準 

  ・一関市立図書館資料収集方針に基づき、資料選定の基準を定めます。 

  ・進行管理や見直しにあたっては、一関市立図書館協議会から意見をいただきながら進めます。 

  ・選定基準はホームページへの掲載などにより、広く市民へ公開します。 

 

③一関市立図書館選書委員会 

  ・一関市立図書館収集方針に基づき一関市立図書館資料選定基準に対して意見を述べるため組織し

ます。 

  ・委員会は市民の代表や各図書館職員で構成します。 

 

④選書会議 

・一関市立図書館収集方針や一関市立図書館資料選定基準等を踏まえ、具体的に何の本を何冊買う

のかについて検討する組織です。 

・全市の選書会議は各図書館司書により構成し、各館での選書会議は各図書館員で構成します。 

 
◆資料収集のイメージ◆ 
一関市立図書館資料収集方針 一関市立図書館協議会
【目的】 【目的】

【内容】 【内容】

一関市立図書館資料選定基準 一関市立図書館選書委員会
【目
的】

【内
容】

【目的】

【内容】

地域館における資料選定方針 （仮称）地域図書館懇談会
【内容】 【目的】

【内容】

選書会議（全市） 選書会議（各館）
【内容】 【内容】

資料収集方針、資料選定基準に基づき、地域館
における資料選定の方針（館の特徴や力を入れ
て収集する資料など）（各地域館長）

地域の状況を踏まえ、協働のまちづく
りの観点を含め図書館運営がなされる
よう懇談する

委員　７名（現在と同じ）

・収集方針や基準、選定基準
を踏まえ全体に関する資料に
ついて協議、調整し、選書を
行う
・中央図書館、各地域館の図
書館司書により組織する（週
１回程度）
・見計らい等により選書する
・ 終的には、各図書館長が
決定する

・収集方針や選定基準を
踏まえ選書を行う
・選書会議（全市）で選
書した以外の資料を選書
する
・図書館員全体で協議
し、各図書館長が決定す
る

資料の購入

・目的、基本方針、収集する資料、収集部数、収集の方法、資料
の選定など
・各図書館は各館の特徴に関する資料を収集する
・一関市立図書館サービス計画の改定に合わせて見直しを行う

委員　16名（仮称）地域図書館懇談会
から各2名

一関市立図書館資料収集方針に基づき、資料選定の基準を定める
（中央図書館長）

・図書、新聞、雑誌、録音・映像資料、電子資料、大活字本、ビ
ジネス情報コーナー、ティーンズコーナー、多文化サービスコー
ナー、地域資料、児童資料、視聴覚障がい者資料、貸出文庫の選
定基準
・年度ごとに見直しを行い策定する

・一関市立図書館資料収集方針
に基づき、選定基準に対して意
見を述べる
・年度ごとに資料購入計画に対
して意見を述べる

一関市立図書館の資料の収集について基本的な事項を定める 全市的な図書館運営に対し意見を述べ
る

図書館担当者や市民代表から組
織する
委員　10名

意見

意

意見

意見

意見

意見
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２．配送システム 
 
（１）資料配送システムの改善 

①現 状 
・市立図書館では、週３回それぞれの館が各館へ資料を配送し、物流体制を整備しています。 
・学校図書館においては、旧東磐井地区では一関地区図書館ネットワーク協議会事業として、主に

市立図書館と学校図書館の資料の配送を行っています。 
・また旧西磐井地区では市の事業として市立図書館と学校図書館の資料の配送を行っています。 
・平成 23 年 9 月の藤沢町との合併により一関地区図書館ネットワーク協議会は発展的に解散され

たことから、その継続の方法について検討する必要があります。 
 
②方向性 
・全域サービスを充実させるため物流体制の整備を図り中央図書館、地域館、学校図書館等のサー

ビスポイントの連携を強化します。 
・資料の移動は業務委託によるほか、配本車等によって行い、迅速な対応に努めます。 
 
③対 応 

  ・中央図書館と地域館間の資料配送については、業務委託等により実施します。 
  ・市立図書館と学校図書館間の資料配送についても、必要に応じて実施します。 
 
◆資料配送システム導入スケジュール◆ 

内 容 H23 H24 H25 H26 H27 
学校図書館配送シ

ステムの現状把握 把握     

学校図書館配送シ

ステムとの一体化

についての検討 

検討 
    

配送システムの稼

働 稼働     

 

◆資料配送システム整備計画◆ 
巡回経路／年次 現状（H23） H24～H25 H26～H27 

中央図書館⇔地域館 週３回 週３回 利用状況に応じて検討 

中央図書館・地域館⇔学校 必要時 必要時 必要時 

 

 



 

25 
 

Ⅵ 施  設                                                

 

１．施設の整備 
  一関、花泉図書館の整備を進めます。 

  既存の図書館においては、定期的なメンテナンスを行うことにより施設の延命化を図ります。 

 

◆施設整備のスケジュール◆ 
内 容 H23 H24 H25 H26 H27 

新一関図書館の整

備 実施設計 建築工事 建築工事 
外構工事 

開館 
既存図書館解体 

 

新花泉図書館の整

備 実施設計 建築工事 
建築工事 
外構工事 

開館 
  

既存施設のメンテ

ナンス 
     

 

 

２．図書館システム 
 
市民が日々の暮らしの中で必要としている資料・情報を的確に提供するため、新図書館建設に合わせ、

操作が「分かりやすく」「使いやすい」、質の高いシステムへの更新を目指します。 
システムの更新にあっては、IC タグへの対応とともに、電子書籍への対応についても視野に拡張性・

発展性のあるシステムを検討します。 
また、情報リテラシーの普及・向上を支援する体制とともに、高度なネットワークの利用にも対応で

きる体制を整備します。 
 
（１）コンピュータシステムの更新等 

①図書館サービス部門 
図書館サービス部門では、次の業務のシステムを向上させます。 

・貸出業務（貸出、返却、予約、督促） 
・利用者管理業務 
・自動車図書館管理業務 
・資料・情報検索業務 
 
②業務部門 
図書館業務部門では、次の業務のシステムを向上させます。 

・選択・発注・登録業務 
・資料受入業務 
・目録整理業務 
・蔵書管理業務(蔵書点検、統計業務、除籍) 
・典拠管理業務 
・統計業務 
・運用管理業務 
 

④ネットワーク部門 
ホームページの充実を図り、市民に迅速かつ的確に情報を提供します。 

  利用者自身が自ら情報・資料を検索することを容易にするため、図書館への公共無線 LAN 等の導 
入を検討します。 
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◆システム更新等スケジュール◆ 

内 容 H23 H24 H25 H26 H27 
現状把握、課題

の洗い出し 課題     

新システムの調

査、検討 
調査・検討     

公共無線LAN等

の導入  調査・検討 稼働 
（新一関） 

 

 

（２）各種機器の導入方針 

図書館利用者の利便性を高め、図書館の運営管理の効率化を図るため各種機器を導入します。 
 
①IC タグによる図書館システム 
非接触型 IC タグを利用した図書館システムの採用により貸出・返却、蔵書点検業務を迅速に行い、

図書館サービス向上に努めます。 
図書館資料すべてに IC タグを導入します。 
 

◆IC タグ導入スケジュール◆ 
館 名 H23 H24 H25 H26 H27 

新一関図書館 導入・作業    

新花泉図書館 導入・作業    

大東図書館 導入・作業    

千厩図書館 導入・作業    

東山図書館 導入・作業    

室根図書館 導入・作業    

川崎図書館 導入・作業    

藤沢図書館 検討 導入・作業   
 
 
②自動貸出装置等 
利用者の資料の貸出・返却をスムースに行うとともに、プライバシーに配慮した貸出しの環境をつ

くるための自動貸出装置や、利用者が書籍以外のオーディオ・ビジュアル資料、電子化資料を直接

手にとって見られる利用環境をつくりだすとともに資料の盗難防止を目的にブック・ディテクショ

ン・システムを新一関図書館の開館を踏まえ、導入について検討します。 
 

③利用者端末 
所蔵資料の情報が誰でも容易に検索できるように随所に配置します。検索方法は、キーボードによ

る検索のほかタッチパネル方式でも検索ができるように機器を配置します。 
 
④インターネット端末 
館内でインターネットによる検索ができるようにするとともに、ノートパソコンの持ち込みによる

インターネット検索ができる環境をつくります。 
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◆インターネット端末導入スケジュール◆ 
内 容 H23 H24 H25 H26 H27 

現状把握 現状    

システム検討  検討   

導入   導入   
 

 
⑤電子メディア・オンラインデータベースシステム 

CD-ROM や DVD-ROM などのパッケージ型電子資料が館内で利用できるよう努めます。今後も新

しいメディアによる資料の増加が予想されることから、そのメディアの安定性・将来性を考慮しな

がら対応できるように努めます。 
また、新聞記事検索や論文検索、ビジネス情報、法律データベース、百科事典等オンラインデー

タベース端末を導入します。 
 
⑥複写機 
カラーコピー機を設置し、複写サービス著作権の範囲内で行います。 

 
⑦視聴覚機器 
可能な限り、利用者の自由度が大きく、職員の作業が軽減できるシステムを採用します。また、 
ヘッドフォンなどは衛生面に配慮した設備を採用します。 

 
 ⑧電子書籍対応端末 
  市民が電子書籍に触れる機会を確保するため、試験的に電子書籍対応端末の導入を進めます。 
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Ⅶ 職員体制                                               
 

１．職員体制 
図書館では資料・情報提供を図書館サービスの柱とし、資料・情報を的確かつ迅速に提供すること

により市民の信頼を得られるよう努めます。この基本サービスを満足のいくかたちで提供するため、

次の項目を踏まえ、市立図書館の職員体制を検討します。 

 

①職員体制の算定にあたっては、「一関市立図書館振興計画」並びに「新一関図書館整備基本計画」に 

掲げた平成27年度の貸出冊数に藤沢図書館を含めた冊数及び平成32年度の市民1人当り10冊の貸出 

冊数を目標とし、各館毎に推計した貸出冊数を管理指標とします。 その際、現在の貸出冊数の一定割 

合を所与のものとします。 

 

②職員数の増減にかかる主な要因（現状→H32）  

○中央図書館機能：レファレンス、発注・納品事務、図書館企画事務、選書事務等事務の集中化  

○その他：施設管理事務、装備作業、IC タグの導入、自動貸出機の導入、学校図書館支援  

 

③主な要因に関係する動き  

○H23  自館での図書資料への装備作業の縮小（H24 から原則として装備納品）、IC タグ装備  

○H24  中央図書館的機能の段階的実施  

○H25  IC タグを使用するシステム稼働 、花泉図書館オープン  

○H26  一関図書館オープン 、移動図書館による全域サービス  

○その他 開館日数、開館時間の拡大（H25：花泉、H26：その他） 

 

④「一関市立図書館振興計画」に定める貸出冊数等の計画を踏まえた平成 32 年度の職員体制を 71 人

と見込んでいます。 

ただし、利用状況によっては見直しを行うとともに、定員適正化計画や電子書籍の動向等に応じ、

弾力的な運用についても考慮するものとします。※H23 現状 55.65 人 

 

⑤平成 32 年度における職員体制のイメージ（考え方）とその役割 

○職員体制は正職員、非常勤特別職、臨時職員で構成し、おおむね同程度の構成割合とする。 

○館長 

・正職員館長は中央図書館のみの配置とし、市立図書館８館の取りまとめを行う。 

・地域館の館長は現状の体制を基本とする。なお、非常勤特別職の配置については検討する。 

○事務担当職員 

 ・中央図書館に 2人配置し、市立図書館８館の予算・決算書の調製、契約事務、給与事務等の 

  庶務を行う。 

○司書 

・中央図書館に 5 人、地域館においては現状の体制を基本に１人以上の配置とし、資料の収集、整

理、保存と市民への資料提供や紹介を行う。 

○非常勤特別職（読書指導員） 

・司書資格を持つ正職員の配置が望ましいが、定員適正化計画等との整合を図るとともに、司書資

格を持つ正職員の役割を補完するため、読書指導員を中央図書館、地域館に配置する。 

○臨時職員 

・開館時間の延長等図書館サービスを提供するため、利用状況に応じて配置する。 

○移動図書館 

・業務委託についても検討する。 
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２．職員の育成 
（１）職員の資質の向上 

  市民の高度で多様な要求に適切に応えるためには、職員の資質向上が必要であることから、組織的

な研修体制や研修機会の充実に努めます。 

 

（２）専門性を高める研修の実施 

市民に信頼される図書館サービスを提供するために、様々な研修手法を相互に関連付け、相乗効果

を発揮させながら司書の専門性を高める研修を実施します。 

 

①自己啓発 

市民が求めるさまざまな資料や情報を的確に提供するためには、日常的に学習する態度・姿勢を持

ち続けることが重要です。勤務時間の内外にかかわらず仕事に関係する事柄を学ぶことはもとより、

人間性を豊かにする趣味に至るまで、学ぶ姿勢を身につけることが大切です。 

 

②職場研修の充実 

司書は、図書館学の教育を受けた上に、実際のサービスを通して経験を積み、不断に研修を重ねる

必要があります。職員自身が資質の向上に努めることも大切ですが、職場内においても研修のための

時間と機会の確保に努めます。 

  ・窓口業務を円滑にするためのシステムに関する研修等を実施します。 

  ・子どもを対象にしたサービス向上を図るための読み聞かせ研修等を実施します。 

  ・レファレンス（参考調査）の技術向上のため、レファレンス研修等を実施します。 

・接遇研修へ参加します。 

・外部講師による専門研修を実施します。 

 

③職場外研修の充実 

外から自分の職場を見つめ直し、集中して基礎的な知識・技術を体系的に学習する研修に参加しま

す。専門的な知識や技術を学習し、また、他の職場や環境の異なる職員との交流により、意識の高揚

が図られる効果も期待できます。 

・全国・東北・県内規模の研修へ参加します。 

  ・事務吏員研修へ参加します。 

・先進地視察等を実施します。 
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