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「次世代の長岡京市立図書館の在り方について」（答申） 

 

平成２６年９月に図書館長から「次世代の長岡京市立図書館の在り方について」として

①運営形態・運営主体（直営方式、外注方式）について②市民の読書意欲の醸成について

の２つの視点から検討を行うよう諮問を受けました。 

 本協議会では、芦屋市立図書館（直営、一部委託）・摂津市民図書館（指定管理）の視察、

他館との比較等を行い現状の図書館運営の問題点を洗い出し、評価を行いつつ、「市民にと

ってより良い市立図書館の運営が図られていくにはどうあるべきか」の観点から、諮問内

容について検討を行うこととしました。 

 

Ⅰ．はじめに 

 長岡京市立図書館は、昭和６２年１１月開館以来直営の公立図書館として、「市民の教養

と文化の発展に寄与するため」（長岡京市図書館設置条例第１条）市民が気軽に利用できる

図書館として今日まで運営されてきています。移動図書館による市内全域サービス（平成

９年３月廃止）、子どもと読書に係る各種事業、視覚障がい者への基礎的サービス、資料検

索のコンピューターネットワーク化の推進等、市民の利便性を図りながら、図書、その他

資料を介して、市民の教養、調査研究、レクレーションに資し、自己啓発と暮らしに役立

てることを目的に生涯学習の中核施設としての役割の一翼を担ってきており、長岡京市の

公共施設の中では一番高い利用度を保っています。 

 このような状況においてなされた今回の諮問について、本協議会は背景としての市の状

況を次のように認識しています。 

 

１．「公共施設マネジメント基本指針」等より 

  長岡京市では、将来的な人口減少・税収減収を考慮し、将来を見据えた公共施設の在

り方を具体的に検討するため、「公共施設検討会議」を設置し「公共施設マネジメント基

本指針」が平成２５年３月に策定されています。その内容において、①公共施設の適正

管理・総量の抑制の推進（将来世代の負担軽減・管理コストの抑制等）②公共施設の長

寿命化の推進③公共施設の複合化の推進④サービスの向上策の推進（指定管理等民間活

力を活用）⑤優先順位の設定、の基本方針が定められています。 

  さらに、平成２５年度のオータムレビューにおいて「図書館事務事業のアウトソーシ 

ングについて」が協議事項としてあがり、市長から調査・研究するよう指示されていま

す。 

 

２．長岡京市立図書館の現況より 

 図書館運営の要となる職員体制は、正職員６名、嘱託職員６名、再任用職員１名、臨

時職員１６名で日常業務を行っています。嘱託職員・再任用職員は週４日、臨時職員は
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個々の事情で勤務日が変動しており１日当たり３～４名です。このような職員体制のも

と、対応する業務は日常的に各フロア最低３名が必要であり、従事するカウンター業務

（図書の返却・貸出、図書修理、配架作業、レファレンス業務等）、ＷＥＢ予約の実施に

よる貸出とその管理、恒例の多様な図書館行事の打ち合わせ・準備・催行、そしてバン

ビオにおける図書館資料の貸出返却業務や行政等との連携による行事があります。さら

に市民からは、開館日数の増、開館時間の延長等の要望が多いようですが、現体制で更

なるサービスを展開するには厳しい状況であると考えます。 

  

Ⅱ．長岡京市立図書館の現状と評価 

１． 公立図書館をめぐる法的環境から 

長岡京市立図書館は、次のような図書館の定義・基本的な役割を存立基盤としていま

す。 

（１）「図書館法」（昭和２５年４月３０日法律第１１８号）第２条で「図書館とは、図

書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクレーション等に資することを目的とする」、また同法第３

条では「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更

に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるよう留意し、概ね次

に掲げる事項の実施に努めなければならない。」とし、郷土資料、地方行政資料等図

書館資料を収集し、一般公衆の利用に供すること等９項目の実施事項を定め、同法

第１７条では「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収して

はならない」としています。（参考①） 

（２）図書館法第７条の２の規定に基づく「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 

（平成２４年１２月文部科学省告示）では、資料や情報の提供に加え地域の課題解

決、起業支援、子育て・医療情報の提供等を図りボランティア活動を促進すること

等多彩な指針が提示されています。（参考②） 

（３）「文字・活字文化振興法」（平成１７年法律第９１号）第７条では「市町村は、図

書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立

図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。」と定めています。 

（４）「長岡京市図書館設置条例」（昭和６２年条例第１８号）では、第１条で「市民の

教養と文化の発展に寄与するため、図書館法第１０条の規定に基づき、長岡京市立

図書館を設置する。」としています。 

 

また、「ユネスコ公共図書館宣言 １９９４年」（参考③）では、「公共図書館が教育、

文化、情報の活力であり、男女の心の中に平和と精神的な幸福を育成するための必須の

機関である。」と定義し、公共図書館の使命が述べられています。 

 以上のことから、法・基準的にも図書館は様々な市民ニーズに応え多種多様な資料を
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提供する情報拠点であり、生涯学習を推進する中核となりうる施設としての位置づけが

されていると言えます。 

 

 ２．数値から見る現状と評価 

  類似団体の図書館と比較した場合における現状の考察を行いました。（資料１参照） 

 

 １３団体平均 長岡京市立図書館（順位） 

蔵書冊数 ３１７千冊 ２５４千冊（8 位） 

市民一人当たり蔵書数 ４．２９冊 ３．１８冊（10 位） 

市民一人当たり図書費 １４４円 １０３円（13 位） 

市民一人当たり貸出冊数 ６．９冊 ５．２冊（7 位） 

登録者一人当たり貸出冊数 １３．１冊 １６．５冊（3 位） 

登録者一人当たり予約冊数 ０．９冊 １．７冊（４位） 

登録率（対人口比） ５２．３％ ３１．６％（13 位） 

（資料 1 より） 

 

  上記の指標からみますと、長岡京市立図書館の充実度はまだまだの感があります。 

しかし、登録者一人当たり貸出冊数は上位にあることから、登録している市民の

読書意欲は高いことや予約冊数の数値が高いことからも資料需要に応え頑張ってい

ることが伺われます。職員体制に係る数値は平均値と差異はないですが、長岡京市

の場合、予約対応件数が多いことから多忙性を推測することができます。 

  次に、全国市区立図書館の平均値（資料１裏面）と比較しても市民１人当たり蔵

書数で若干上回っているものの、ほとんどの指標で下回っている状況です。 

 

 ３．市民アンケートによる分析（資料２参照） 

平成２４年１０月に図書館が実施した来館者を対象としたアンケート調査は下記のと 

おりでした。 

（１）利用者の年代層は６０歳以上が全体の４８％と約半数を占め、３０歳以上で全体 

の９０％を占めています。 

（２）利用頻度は、月２回が３６％と一番多く、次に週１回が２１％となっています。 

（３）利用する曜日は、週末が全体の４５％を占め、貸出者数・貸出冊数を統計的に見 

ても日曜日が一番多く、次に土曜日となっています。 

（４）滞在時間は、１５～３０分以内が４４％、３０分～２時間以内が３６％で２時間 

～６時間の長時間滞在者も４％ありました。 

（５）職員への質問（レファレンス）は６１％の人が行い、９９％の人が職員の説明に 

より解かったと答えています。 
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（１） 図書館行事への参加は１７％と低いですが、これは幼少期からの読書意欲の醸成 

を目的とした低年齢対象の行事を主にしたものであることが要因といえます。 

（２） 図書を借りる方法は、直接本を探して借りるが８１％、インターネットや電話予 

約が１４％です。 

（３） 図書館で利用してよかった本を本屋で購入することがあると答えている人が一定 

数存在することは、図書館と本屋を併用することで利用者にとって利便性があり、 

図書館と本屋との共存の仕方によっては相乗効果を生む可能性もあり注目に値しま 

す。 

 

   このアンケート調査の結果から、調査方法との関連で利用者がある程度時間的余裕

のある主婦層・高齢者層に偏ることは予想されることですが、レファレンスの好感度

等利用者の満足度は低くないと思われます。長時間滞在者は４％でしたが、日常的に

高齢者の「居場所」として図書館の利用が増加する傾向を考慮した対策も今後必要と

なってくると考えます。 

 

【参考】           年齢区分別貸出者数          （単位：人） 

 ０～１２歳 １３～１８歳 １９～３９歳 ４０～５９歳 ６０歳～ 合計 

２４年度 ３０，０９８ ８，５１７ ２６，３９４ ４３，３４３ ４８，７３６ １５７，０８８ 

２５年度 ２９，４８１ ７，１１９ ２４，９８７ ４２，５３３ ４９，６８５ １５３，８０５ 

２６年度 
２８，５７７ 

（１８．８％） 

６，９２２ 

（４．６％） 

２３，８４４ 

（１５．７％） 

４２，０６５ 

（２７．７％） 

５０，４７５

（３３．２％） 

１５１，８８３ 

（１００％） 

 

 ４．子ども読書推進の状況 

  ２階の閲覧フロアを児童サービスに特化させているのは特徴的先見性をもっていると 

いえます。 

２６年度の貸出利用者の約１９％を小学生以下が占めています。また、総貸出冊数の

４２．５％が児童書です。 

  ０歳から小学生以下の貸出券登録者割合をみると対象人口の４０．４％、小学生に限 

れば６５％が貸出券を所持しています。 

長岡京市における子どもと読書の世界においては市民と図書館の協働によるところに 

留意し評価することが重要です。地域子ども文庫が９文庫あり市民サイドで自主的に活 

動されており、図書館は団体貸出により資料支援を行ってきています。 

また、読み聞かせ活動においても市民ボランティアと協働体制があり、図書館による 

ボランティア養成講座から実践参加者が育っています。 

児童サービス活動においては図書館内だけでなく積極的に外部に出向き、市の他行政 

の事業（乳幼児健診、交通安全デー、出前ミーティング等）との連携や、バンビオでは
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おはなし会「えほんとあそぼ」を開催しています。 

しかし、「子どもの読書活動推進に関する法律」（平成 13 年法律第 154 号）に拠る国、 

京都府（＊1）、他自治体における推進計画が第三次に至る現在においても長岡京市立図

書館では未策定なのが残念といえます。早急に、策定をすることが望ましいと思います。 

 

  

 

 

 

 

 ５．読書推進の取り組みから見る評価 

 本市図書館では長年「えほんのひろば」「子どもの広場」「おはなしとブックトークの 

会」「身近な科学あそび」等、生後６か月から小学生までを対象に幼少期から読書意欲の

醸成を図るための行事を開催しています。大人には、「読書講演会」や子どもの本を選ぶ

力を養うための「子どもの本を読む会」を開催しています。 

また、読書ボランティア養成のための講座を平成１６年度から開催し２６年度までに 

延べ２，２５８人が受講し、実技講習を経て現在３３名がボランティア登録を行い「ボ

ランティアによる絵本の読み聞かせ」を月数回開催しています。 

 館内ディスプレイや例年事業の「戦争と平和展」等における図書のテーマ展示は蔵書

の掘り起こしとさらなる利用を喚起する有効な取り組みです。 

 これらの活動は充分評価されるべきものであります。 

 

Ⅲ．情報・知見から見る公立図書館情景 

１．全国の状況から 

  図書館は利用者の減少・貸出冊数の減少傾向が近年続いており、また、自治体の財政 

状況により図書費も年々減少傾向にありますが、各図書館は限られた予算の範囲内で効 

率よく最大限のサービスができるよう奮闘しています。 

このような図書館情勢に並行して、国の公立図書館行政として「これからの図書館像」 

（平成１８年３月文部科学省生涯学習政策局）の提示、そして「図書館法」の改正（平

成２３年１２月）とこれに基づく「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成２４

年１２月文部科学省告示）が展開されてきました。 

全国の図書館では、これらの中で示されているサービス指針が地域の実情に応じて実 

行されており、従来の図書館像からの脱皮を図る取り組みをすることにより地域に役立

つ図書館となり、利用者の減少傾向の歯止めを図ろうとしています。 

例えば、地域の課題解決支援機能の充実（地場産業支援、就業・起業支援・行政支援、 

学校教育支援等）、ＩＣＴの活用の促進（地域情報のポータルサイトとなりデータベース

（＊1）京都府子どもの読書活動推進計画（第３次推進計画） 

    「社会総がかりではぐくもう京の子ども読書活動」 

     ~感性を磨き「ことばの力」を豊かにはぐくむ読書活動の推進 ~ 

         平成２７年１月 京都府教育委員会  
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や各種ソフトウェア、電子図書の提供等）、図書館に来られない障がい者や高齢者の宅配

サービス等があります。 

ちなみに、平成２７年度第１０１回全国図書館大会（日本図書館協会主催）の大会テ 

ーマ「図書館は、地域の広場 生きる力」、そして第１日目のシンポジウムのテーマ「図

書館とまちづくり～世代をつなぎ、次代を育て、地域をつくる~」は、今日における図書

館の役割を表示していると言えます。 

 

２．他館視察から（資料３・４参照） 

平成２６年度の第３回協議会で芦屋市立図書館（直営・一部委託）、摂津市民図書館（指 

定管理）、の２館の視察を行いました。 

芦屋市立図書館では、音楽会等文化的に質の高いものの提供、飲食ができるリフレッ 

シュルーム、１０代のやすらぎの部屋等本の貸し借りだけでない総合文化的施設の要素

がありました。また、カウンター業務の一部委託及びボランティアをうまく活用してい

ました。 

平成２３年度から指定管理を導入している摂津市民図書館では、開館日数・開館時間 

の延長、司書職員の増員、イベントの拡大、ブックシャワー（＊2）の設置等サービスの

充実が図られており、導入以前と比べ現在のところ質の低下は見られないようですが、

導入後４年目でありしばらく動向を観察する必要があると思われます。 

なお、一人当たり資料費は長岡京市立図書館が一番少ない状況です。 

 

 

 

 

 

Ⅳ．これからの長岡京市立図書館の在り方 

１．目標設定に関しての考え方 

 他の公立図書館の状況をみると、総合計画等をもとに図書館の方向性を示す中長期的

な計画を策定し具体化することで、より良い図書館運営を目指しています。 

長岡京市には図書館に関連する市政の方向性が示されているものには、「第３次総合計

画」「長岡京市教育振興基本計画」「社会教育の重点」等がありますが、図書館の明確な

将来像を示す図書館独自の中長期的な計画が策定されていません。これの早急な策定に

より、市民に一層期待される図書館づくりを進めていく必要があります。 

２．運営改善に係る提案 

（１）行事推進関係 

 現在行われている事業は、幼少期からの読書意欲の醸成を目的とした生後６か月

から小学生を対象としたものが主となっていますが、今後は中・高生や大人を対象

（＊2）ブックシャワー 

 本を紫外線で消毒・殺菌し、本に挟まったゴミなどを除去、消臭する装置 
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とした事業展開も考えていくことが必要です。 

（２）閲覧室内サービス関係 

   利用者から要望が多い開館時間延長、開館日の拡大等について、体制整備等を図 

りながら計画的に検討を進めていく必要があります。 

  １階２階のカウンターの一元化の可能性をはじめ、書架や設備の再配置を検討し 

て、開架・閲覧スペースの拡張を図ることが必要です。 

 レファレンスサービス等をより充実させていくために、適正なカウンター配置人 

数と併せて効率的なカウンターローテーションを検討することを推奨します。 

（３）図書・資料等購入関係 

  小学校高学年以上の本離れが顕著であるので、その年代が興味を持つような本（ま 

んが・ライトノベル等）を学校司書等と連携を図りながら充実して行くことが必 

要です。 

 中高年や退職後何かをしなければと考えている人のために、参考となるコーナー

の設置も検討することが必要です。 

閲覧室の書棚に古い本が多いように感じられるため、蔵書数にこだわることなく、 

古い図書は状況を判断しながら積極的に除籍し、新しい図書の恒常的な補充を行い 

ながら魅力ある図書館への転換を図ることが必要です。そのためには、類似団体比 

較（資料１参照）でも下位にある図書費の増額を行うことが求められます。 

 電子書籍の導入に関しては、若年層への読書推進や高齢者を含む弱視の人たちに

とっての拡大読書の優位さや出版界の趨勢などを考慮して検討されることを望みま

す。 

（４）施設の展開例 

 書架の背が高くぎゅうぎゅうに詰められている感じで、探しにくく取り出しにく

い、案内の表示が小さく見にくい等があるので改善が緊要です。 

将来的な検討事項として考えられることは、 

ア．全館を図書館施設として利用することにより、配架・閲覧スペースの拡張

及び、中・高生世代の学校外の居場所（憩いの場）ともなる開架・閲覧・休

憩スペースやインターネット閲覧コーナーの設置  

イ．バンビオに分館的機能を持たすことや竹寿苑等公共施設に図書書棚を設置 

したりして市民の身近に本のある環境整備を行うこと。 

ウ．西山天王山駅等に返却ブックポストの増設。 

エ．市役所新庁舎建設時には、新庁舎への図書館の移動併設。 

 （５）職員体制の再構築 

   ぎりぎりの職員体制では、図書館の専門的業務以外の占める比率が高くなるとと 

もに、職員の図書館界との連携や専門的研修を享受する機会が減じ、ひいてはサー 

ビスの質に影響が及ぶと思われるので、増員対応が必要です。 



8 

 

 図書館業務・運営のノウハウを継承してこれからの安定した図書館運営を考えた 

場合、経験豊富な司書を育てていくことも重要であり、司書職員の採用計画も検討 

するべきです 

Ⅴ．運営形態・運営主体について 

前述の「これからの図書館像」（解説図：資料５）や「図書館の設置及び運営上の望

ましい基準」（文部科学省告示第 172 号 平成 24 年 12 月）において、これからの図書

館の在り方についての指針が詳述されています。その内容から今回の諮問と答申にか

かり次のような主旨に留意します。 

① 貸出機能に併せ、住民や地域のもつ問題や課題の解決のために役立つ資料･情報（電

磁的記録を含む）を提供できるとともに、住民ニーズに対応できる新しいサービス

に取り組むことのできるよう施設の充実を図る。 

② 他の行政部局や民間団体や市民と連携した社会教育機関として活動を図る。 

③ 管理運営に関してはコスト面のみの評価でなく、機能面やサービス面の評価の視 

点が重要である。 

 

 このような理解のもとに長岡京市立図書館の今後の運営形態を検討するについて、職員

体制、運営体制の現状を踏まえながら、直営方式と指定管理者方式（一部委託を含む）の

メリット・デメリットに関して４つの視点からの考察を行いました。 

 

１．図書館サービスからの視点 

直 営 方 式：幼少期から読書意欲の醸成のため、「えほんのひろば」「子どもの

広場」等長岡京市文庫連絡会の協力を仰ぎながら各種事業を展開

しています。 

指定管理者：文庫連絡会等との関係が希薄化し一連の活動が困難になる可能性 

もあり、住民との協働によるサービスが展開できるか不安がある。    

反面、業者が持つノウハウを生かした新しい視点からの新規事業 

の展開ができる可能性もあります。 

 

２．学校・地域文庫・地域等との協働・連携からの視点 

直 営 方 式：学校図書・地域文庫の充実を図るため本の団体貸出を行っていま

す。長岡京市文庫連絡会を通じ絵本の読み聞かせやボランティア

養成講座の講師をお願いする等密接で友好的な関係を築いてい

ます。また、府内図書館とは京都府図書館等連絡協議会が組織さ

れており、貸借ネットワークが構築されています。 

      指定管理者：学校・地域文庫等との関係が希薄になる恐れがあり、地域文庫の 

弱体化、新規開設が困難になる可能性や新たな地域連携の開拓が 
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困難になる可能性があります。 

３．図書館運営に係る視点 

直 営 方 式：時間延長・開館日の拡大等は、現体制では厳しい状況です。 

       現在のところ、市民に親しまれる今日の図書館が形成されてきた 

ノウハウが継承されていますが、ベテラン職員が順次育つような 

図書館人事のための対策が必要となっています。 

    指定管理者：個人情報が的確に守られるかの問題や、指定期間が３年や５年で 

あるため、受託者によって事業の継続性、受託者のもつサービス 

レベルのばらつきが出る可能性があります。 

図書館法第１７条では図書館利用の無料の原則が規定されてお 

り、受託者にとっては経済的インセンティブが得にくいこともあ 

って低賃金雇用となりがちであり、図書館運営に必要な継続性・ 

専門性のあるスタッフを維持できるか危惧されます。 

反面、開館日数や開館時間の延長に柔軟に対応できる可能性があ 

ります。 

委託者が持つスキルやノウハウを活用した新たな事業が行われ

る可能性もあります。 

経営ノウハウとして、喫茶・書店等を併設した場合、単なる商業 

施設の延長となり、図書館利用時のマナー等子どもの躾の場とし

ての環境が損なわれるのではと危惧されます。 

行政側に図書館運営のスキルを持つ経験職員がいなくなること

により、図書館運営のノウハウが欠如していくこととなり、指定

管理者を監督することが困難になる可能性があります。 

 

４．その他 

      直 営 方 式：職員がカウンター等で直接市民と接することは、市民のニーズを

直に把握することができ、選書に反映することができます。また、

行政の他施策（子育て・人権・平和・男女共同参画等）との連携

が取りやすく、地域や住民のニーズと速やかに双方向性を保つこ

とができます。 

    指定管理者：市職員がいなくなることにより、行政の図書館政策実施への影響 

が懸念されます。 

            図書館システムの契約が市側となるため、システム関係の改修・ 

更新において連携が複雑になり、迅速な対応が困難になる可能性

があります。 
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Ⅵ．まとめ 

長岡京市立図書館の現状について図書館法とこれに拠る規程類の観点からの位置づけ、

類似団体との比較、市民アンケート、図書館サービスの状況等多岐の視点から評価を試み

た後、諮問内容にかかる運営形態等の検討を行ない上述しました。 

ここに至り、諮問内容の二つの課題である「運営形態・運営方法」「市民の読書意欲の醸

成」について図書館協議会委員の共通認識のもとに、まとめを行います。 

 

１．運営形態・運営方法（直営方式、外注方式）について 

前述の様々な視点からの議論をもとに、２つの運営形態について検討を行いました。

結果、本協議会においてはメリット・デメリットを列挙するにとどめ、社会教育・生涯

学習施設としての図書館の位置づけ、役割、その必然性等を「図書館法」や「これから

の図書館の在り方」及び「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」等を充分斟酌した

うえで、下記の意見を提示します。 

 

【意見】 

１．長岡京市立図書館が目指すべき方向性を中長期計画の策定により将来像を明確にし 

たうえで、最も適切な運営形態を検討する必要があります。 

 ２．図書館の基本的なあり方として安定した運営が長期に継続することが肝要です。 

 ３．市民が図書館サービスを均等に享受できるためには、行政の直接的な図書館運営が

第一義的に維持されることですが、開館時間延長等図書館サービスの充実やカウンタ

ー業務の再整備の中で必要な人員について一部委託を考慮されるのも一案と考えます。 

 

２．市民の読書意欲の醸成について 

  長岡京市立図書館は、児童書が大変充実していることや生後６か月から小学生を対象

に「えほんのひろば」「子どもの広場」「おはなしとブックトークの会」「身近な科学あそ

び」等の行事を長年開催していることは、子どもたちの読書意欲の醸成に大きく寄与し

ていると思われます。今後も新たなアイデアを創出しながら継続していくことを望みま

す。 

しかし、中学生以上の世代対象の行事は、「読書講演会」及び大人の読書会である「子

どもの本を読む会」のみです。 

平成２７年１０月稼働の新システムでは、小学生以下を対象に「読書手帳」を、ホー

ムページ上に「Ｍｙ本棚」「読書マラソン」機能を設定していますが、読書目標、意欲の

向上に取り組む仕組みでありその活用に工夫を望みます。 

また、中学生以上の世代を対象とした行事等を、今後積極的に行うことを期待します。 

 次に、登録者数を増やす努力も必要と考えます。そのためには、新鮮な図書の補充を

継続するとともに、市民が図書・資料との豊かな出会いができる書棚となるよう工夫さ
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れ、どの世代もが読書に親しむことのできる魅力のある図書館環境づくりをしていくこ

と、そして広報活動は大切なことですので現行の取組の継続に加え、さらなる効果的な

方法を考えることが必要です。昨年に市民との協働で誕生したマスコットキャラクター

（「ふみとくん」と「ホンガ・スキー」）を充分に活用して浸透させていくことも、間接

的な利用促進策になると思われます。 

次に留意の必要なことは、障がい者や今後増えることが予想される図書館に来ること

ができない高齢者への宅配サービスをはじめ、図書館資料・情報の入手に困難のある人

の利用を保護する役割を意識した取組が障害者差別解消法(略称)（平成２５年法律第６５号）

の観点からも必要となります。 

また、ＩＣT の一層の活用やデジタル化(*3)も時代の要請として対応していくことが求

められます。 

 

 

 

 

 

 長岡京市立図書館が、“市民憲章”にある「学ぶ心と文化の豊かなまち」及び“子ども

をすこやかに育むまち宣言”の「子どもをすこやかに育むまち」の理念の一翼を担える

施設であることを確信するものです。 

 

 

最後に、長岡京市図書館設置条例第１条に規定する「市民の教養と文化に寄与するため」 

には、学校教育等と同様に効率性だけでは効果を上げることは困難なことであります。こ

のことに実効性を持たすには、継続して図書館法第３条（図書館奉仕）に規定する９項目

に留意するとともに時代の変革にも対応していくことが重要と考えます。 

今回の答申における、「Ⅳ．これからの長岡京市立図書館の在り方 ２．運営改善に係る

提案」の実行が計画的に推進されることを切に希望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊3）デジタル化 

 資料の利用と保存を目的に電子媒体に移すことにより、インターネット等で公開すること

により、誰もが閲覧が可能になる。 


