
図書館の移転に関する平成２５年度の取組状況について

5月24日

7月4日

9月13日

10月18日

10月29日

11月13日

3月7日

6月5日 ・市立図書館の今後の方向性について

7月22日 ・市立図書館の今後の方向性について

9月20日 ・第2次多賀城市立図書館基本計画（案）について

・社会教育委員視察研修について

10月29日 ・第2次多賀城市立図書館基本計画について

・図書館移転計画について

11月13日 ・第2次多賀城市立図書館基本計画について

・図書館移転計画について

3月12日

6月17日

7月4日

10月30日

11月14日

11月22日

11月28日

12月26日

3月12日

11月25日 ・多賀城市立図書館条例の一部改正について

・第2次多賀城市立図書館基本計画（案）について

・図書館移転に関する今後のスケジュール概要について

・第2次多賀城市立図書館基本計画（案）について

・図書館移転計画について

・第2次多賀城市立図書館基本計画（案）について

・市立図書館移転に関する今後のスケジュール概要について

・図書館の移転に関する平成25年度の取組状況について
・ワークショップの内容について
・新図書館の運営計画（案）について
・今後のスケジュールについて

・市立図書館の今後の方向性について

・図書館移転計画について

・多賀城駅北地区市街地再開発事業に伴う市立図書館の移転について

行政経営会議
（1回）

「第二次多賀城市立図書館基本計画」及び「多賀城市立図書館移転
計画」の策定について報告し、移転計画に基づく移転後の図書館は
指定管理者制度による施設の運営管理を可能とするため、多賀城市
立図書館条例の一部を改正するもの。

・第二次多賀城市立図書館基本計画及び多賀城市立図書館移転計画の
一部修正について

・多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例について

・多賀城市立図書館条例の一部を改正する条例についての上程時期に
係る意見について

・平成24年度事業報告について

・平成25年度事業計画について

・市立図書館の今後の方向性について

・多賀城駅北地区市街地再開発事業に係る施設構成案及び今後のスケ
ジュールについて（復興シンボルとしての史都市心の整備）

・図書館移転計画について

・第2次多賀城市立図書館基本計画（案）について

・平成25年度多賀城市立図書館要覧について

・図書館の移転に関する平成25年度の取組状況について
・ワークショップの内容について
・新図書館の運営計画（案）について
・今後のスケジュールについて

社会教育
委員会議
（6回）

図書館協議会
（7回）

教育委員会
（8回）

・図書館の移転に関する平成25年度の取組状況について
・ワークショップの内容について
・新図書館の運営計画（案）について
・今後のスケジュールについて

・第二次多賀城市立図書館基本計画の策定及び多賀城市立図書館移転
計画の概要について（中間報告）

・第二次多賀城市立図書館基本計画の策定及び多賀城市立図書館移転
計画の策定について
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7月30日 ・全員協議会

8月27日 ・文教厚生常任委員会
多賀城市立図書館移転に関する取組みについて

10月10日 ・東日本大震災調査特別委員会（第26回）

12月2日 ・東日本大震災調査特別委員会（第28回）

1月23日 ・東日本大震災調査特別委員会（第29回）
市街地再開発事業施行認可内容について

6月25日

6月27日

7月25日,26日

8月8日

9月3日,4日

10月4日

10月16日,17日

10月23日

11月5日,6日

12月9日 ・天真小学校ワークショップ

12月13日 ・城南小学校ワークショップ

12月19日 ・山王小学校ワークショップ

12月27日 ・図書館ボランティア連絡会への説明会

1月10日 ・多賀城東小学校ワークショップ

1月14日 ・多賀城中学校ワークショップ

1月15日 ・多賀城小学校ワークショップ

1月20日 ・多賀城八幡小学校ワークショップ

1月21日 ・東豊中ワークショップ

1月22日 ・高崎中ワークショップ

10月31日 ・司書ワークショップ
基本計画、移転計画の概要を説明

11月11日 ・司書ワークショップ
図面を提示し現状を説明後、疑問点の解消

12月10日 ・司書ワークショップ
基本計画、移転計画を説明

12月12日 ・司書ワークショップ
図面、模型の提示をし、設計者も含め質疑応答

2月28日 ・司書ワークショップ
全体計画の概要説明と協議

図書館移転に関する取組状況・計画概要・今後のスケジュールにつ
いて

・武雄市図書館視察
（教育長、吉田主幹、副市長、吉田参事）

・杉並区立中央図書館、ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイス、府
中市立中央図書館視察
（伊藤補佐、佐々木）

・千代田図書館、渋谷区中央図書館視察
（伊藤補佐、丸山館長、社会教育委員：櫻井委員、山田委員、佐藤委
員、五代儀委員、真壁委員）

・伊万里市民図書館、武雄市図書館視察（平山副館長、図書館協議会
委員：小畑委員、遠藤委員）

・南相馬市立図書館視察
（武者課長、伊藤補佐、小野寺主事、丸山館長、尾形、佐々木）

・いわき市立図書館視察
（武者課長、吉田主幹、丸山館長、平山副館長、尾形）

・千代田図書館、代官山蔦谷書店視察
（武者課長、伊藤補佐、佐々木）

・南相馬市立図書館
（丸山館長、千田、伊東、図書館協議会委員：遠藤委員、鈴木委員）

議会関係
（5回）

先進地視察
（9回）

第二次多賀城市立図書館基本計画及び多賀城市立図書館移転計画に
ついて

①カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との連携協定締結
までの経過について
②連携協定内容と記者会見記事等との乖離について

司書との
内部協議
（5回）

説明会及び
ワークショップ
（10回）

・武雄市視察
（丸山館長、吉田主幹、佐々木）
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移転する多賀城市立図書館基本サービス一覧
№ 大項目 中項目 現状 本館 分室 移動図書館 学校図書室 考え方

休館日
毎月月末の日、年末年始、祝
日、月曜、蔵書点検期間

毎月月末の日及び年末年始 現状維持 現状維持 現状維持

駅前に移転すること及び新たな図書館
利用者数の拡大を図るため休館日を縮
小する。
市民アンケートの結果、開館時間の拡
大を望む声が多い。
現状　275/365日開館→347/365日

開館時間
本館／9：00～17:00
山王分室・大代分室／11:00～
17:00

9：00～21：30 現状維持 現状維持 現状維持

駅前に移転すること及び新たな図書館
利用者数の拡大を図るため休館日を縮
小する。
市民アンケートの結果、開館時間の拡
大を望む声が多い。
市内社会教育施設との整合を図る。

自動貸出機 なし あり なし なし なし

利用者の利便性向上を図るとともに司
書の本来業務を可能とするため機器を
導入する。また、このことにより人件費
の削減も見込める。

ＲＦＩＤタグ なし あり あり あり 一部あり

利用者の利便性向上を図るとともに司
書の本来業務を可能とするため機器を
導入する。また、このことにより人件費
の削減も見込める。

図書貸出冊数
図書は1人15点まで 中学生以下
は5点

一律　1人10点 一律　1人10点 一律　1人10点 現状のとおり（1回あたり1点）

2週間で15冊は読み切れないケースが
多く延長の申出が多い。また周辺の図
書館では、10冊が平均的である。成人も
児童も貸出冊数を同一とする。

図書貸出期間 2週間 2週間 2週間 2週間 2週間 現状のとおり

ＡＶ貸出冊数 1人2点まで 1人2点まで 1人2点まで 1人2点まで 1人2点まで 現状のとおり

ＡＶ貸出期間 1週間 1週間 1週間 1週間 1週間 現状のとおり

市内返却場所 本館、分室、ＢＭ 本館、分室、ＢＭ 本館、分室、ＢＭ 本館、分室、ＢＭ なし 現状のとおり

閉館時間中の返却ポスト あり あり あり なし なし 現状のとおり

館外の返却ポスト 観光案内所11:00～17:00 駅前ポストは撤去。 駅前ポストは撤去。 駅前ポストは撤去。 学校内返却ポストあり
駅前に移転するため、観光案内所のポ
ストは撤去する。その他、返却利便性
UPのための方法を検討中。

宅急便返却 なし あり　（全国一律500円） なし なし なし 遠方者の利用者向けのサービス

予約点数 貸出冊数と同じ 5冊 5冊 5冊

貸出冊数が減るので、予約も減らす。
多くの利用者に本を利用していただきた
いことから予約可能数を5冊にする。

予約連絡 電話orメールor不要を選択 電話orメールor不要を選択 電話orメールor不要を選択 電話orメールor不要を選択 現状のとおり

予約保管期間 2週間 1週間 1週間 1週間 1週間
予約は順番待ちをしているケースが多
く、回転率を上げ、多くの利用者が読め
るようにするため。

5 リクエスト リクエスト 制限なし 市民のみ 市民のみ 市民のみ 市民のみ
市民（在住、在勤、在学者）の施設であ
ることから、市民のリクエストのみ対応す
る。

6 レファレンス レファレンス あり あり あり あり あり
形態は現状のとおりであるが、サービス
の向上を図る。

検索サービス ＯＰＡＣ端末 IPAD（複数台設置） ＯＰＡＣ端末 なし ＯＰＡＣ端末
検索機をiPadにすることで、
フロアの各所に設置できるようにする。

インターネットサービス あり iPad あり なし なし
固定座席にせずに、iPadでインターネッ
トと検索システムのみが使えるようにす
る。

ネット環境 なし ＷＩ－ＦＩ なし なし なし ビジネス利用などにも対応する

子ども読書通帳 なし あり - - -
子どもたちの読書活動の推進事業の一
環として、読書履歴を記録。

開館について

貸出サービス

返却サービス

予約サービス

1

2

3

4

7 ＩＴサービス
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8 視聴覚サービス 視聴ブース 本館のみ2席
専用席は撤去し優先席を設置。
ポータブルDVDプレイヤー8台対応。

なし なし なし
専用席にすると用途が限られるので、優
先席とし、端末は持ち運び可能なポータ
ブルDVDプレイヤーにする。

読み聞かせ
小さい子向き（３歳以下）

ボランティア4団体（2団体が分
室）隔週、
本館：週2,3回
分室：平日月各1回

ボランティア団体の皆さんと今後調整。 現状維持 なし なし
幼児・児童の読書活動を推進し、現状よ
りも実施回数の向上を目指す。

移動おはなし会
学校にて年6回、子育てサポート
センターにて年12回

学校は維持。子育てサポートセンター
とは今後調整。

- - -
子育てサポートセンターが隣接する再開
発ビルに入居予定なので、今後調整。

スペシャルおはなし会 年に4回 継続 - - - 継続をするが充実を図る。

講演会 年に2、3回 実施回数の増 - - -
イベントホールを活用し、実施内容・回
数ともに充実を図る。

司書派遣 小学校のみ - - - 小中学校 市内小中学校に司書の配置を目指す。

本館資料の予約・貸出
（システム連携）

なし - - - あり
小中学校でも本館の資料を借りられるよ
うにする。

図書館見学 あり 継続 - - -
市民・特に子どもたちの図書館利用促
進を目的として実施。

ルート 本館開館時に毎日運行 - -
利用状況を確認し、向上を目指
す。

-
図書館移転に伴い運行ルートの再検
証。

頻度 週4回 - -
利用状況を確認し、向上を目指
す。

-
図書館移転に伴い運行ルートの再検
証。

小学校巡回 5校。月1回 - - 廃止 -
学校内図書室の機能の充実・強化を図
る。

開架/閉架の考え方 10万開架、10万閉架 20万開架、10万閉架 現状維持 現状維持 現状維持
可能な限り開架し、開架式の閉架書庫
を採用。

ジャンル 日本十進分類法 利用者視点による分類の検討中
利用者視点による分類の検討
中

利用者視点による分類の検討
中

現状のとおり 利用者視点による分類の検討中

新聞のタイトル数 9タイトル 9タイトル - - - 現状のとおり

新聞のデジタルデータ なし 地方紙のみデジタルデータ化 - - - 効果効率的な記録の収集のため。

雑誌のタイトル数 115タイトル 30～35タイトル 現状維持 - -

消費スピードの早い雑誌よりも、教養本
に蔵書購入費を充てる。
併設する書店には数100タイトル以上そ
ろえる予定。

13 選書 選書基準 図書館マニュアルに基づき選書 新たに選書基準を作成 新たに選書基準を作成 新たに選書基準を作成 新たに選書基準を作成
図書館の移転に伴い新たな選書基準を
作成する。

席数 49席 150～200席程度 - - -
滞在型の図書館をコンセプトとしている
ことから、座席数の大幅増加を図る。

飲み物 不可、休憩エリアでは可。 可（ふた付のもの・ペットボトル・水筒） 不可 なし 不可
こぼれづらいものは、可とする。

食べ物 不可、休憩エリアでは可。 不可、外の休憩エリアでは可。 不可 なし 不可 現状のとおり

喫煙 館外 館外 館外 館外 館外 現状のとおり

15 図書館協議会 図書館協議会 図書館条例に基づき設置 図書館条例に基づき設置
図書館協議会については、これまで同
様の機能を有する。

ボランティアサー
ビス

イベントサービス
9

10

11

12

14

学校図書サービ
ス

移動図書館

蔵書

利便性
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

1 教育委員会定例会

2 社会教育委員会議

3 図書館協議会

4 先進事例等調査

5 図書館第二次計画策定

6 図書館移転計画策定

7 議員説明会 必要に応じて議員説明会開催依頼

8 児童・生徒意向調査

9 条例・同施行規則の整備

10 指定管理者候補者選定業務

11 図書館管理運営マニュアル検討

12 予算計画作成（概算・年次計画）

13 移転計画に基づく準備業務等

ア 書籍購入・配架作業

多賀城市立図書館移転に関する業務スケジュール（案）

平成２７年度平成２５年度

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

　図書館協議会、社会教育委員会議で検討、審議し教育委員会で決定

　図書館協議会、社会教育委員会議で検討、審議し教育委員会で決定

平成２６年度

　　計画策定に向けた調査・研究及び審議。以後、進捗状況の確認・報告のため、定期的に開催

　事務局職員、社会教育委員並びに図書館協議会委員　（南相馬市、いわき市、千代田区、渋谷区、杉並区、府中市、武蔵野市、武雄市図書館、伊万里市等）

（図書館条例）

ア 書籍購入・配架作業

イ 書架、家具の検討・選定・発注

ウ 図書管理システム検討・選定・発注

エ 図書及び資料搬出・搬入

オ 移転準備期間中の一部開館

カ 施設運営業務 各種規定等の整備

14 その他移転に関する準備業務

15 施設運営業務 職員研修

16 関係機関との調整・打合せ

17 文化交流拠点創造プロジェクト会議

18 行政経営会議 随　　時　　開　　催 随　時　開　催

習
課

・

市
立
図
書
館

随　時　開　催
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平成 26年 3月 教育委員会生涯学習課

図書館移転事業に関する主な業務スケジュール（案）

■■■■■ 平成２５年度 ２月・３月 ■■■■■ 

３月 ７日（金） 図書館協議会（進捗状況、業務スケジュール、図書館基本サービス、

指定管理者制度導入と条例一部改正について説明・審議）

３月１２日（水） 社会教育委員会議（進捗状況、業務スケジュール、図書館基本サー

ビス、指定管理者制度導入と条例一部改正について説明・審議）

         臨時教育委員会（進捗状況、業務スケジュール、図書館基本サービ

ス、指定管理者制度導入と条例一部改正について説明・審議）

３月１７日（月） 行政経営会議（進捗状況、業務スケジュール、図書館基本サービス、

指定管理者制度導入と図書館条例の一部改正について）

３月２７日（木） 臨時市議会（条例の一部改正）

平成 26年 3月 教育委員会生涯学習課

■■■■■ 平成２６年度 上半期 ■■■■■ 

４月上旬     市立図書館指定管理業務に関する提案受付開始

４月下旬     第１回選定委員会（委員会概要説明、プレゼンテーション）

５月上旬     第２回選定委員会（各委員の審査結果に基づく審議、最終決定）

５月中旬     図書館協議会、社会教育委員会議、教育委員会

        ・選定委員会の報告及び指定管理者候補者の選定について

        ・財産取得（再開発ビル内図書館用地）について

        ・図書館条例の一部改正について

        ・開館準備業務に関する事業内容及び予算計画について

５月下旬     行政経営会議

        ・選定委員会の報告及び指定管理者候補者の選定について

        ・財産取得（再開発ビル内図書館用地）について

        ・図書館条例の一部改正について

        ・開館準備業務に関する事業内容及び予算計画について

６月中旬     市議会定例会

        ・選定委員会の報告及び指定管理者候補者の選定

        ・財産取得（再開発ビル内図書館用地）

        ・図書館条例の一部改正

        ・開館準備業務に関する事業内容及び予算計画
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