
資料４

求められる図書館機能について（案）

諸　室 意　　見 求められる機能

バリアフリーのフロア わかりやすい案内表示

（ぎふメディアコスモス） （ぎふメディアコスモス）

明るく開放的な空間 自由に動き回れる空間

（小布施町図書館） （ののいちカレード）

自動貸出機 映像通信を用いた情報の発信

（塩尻市えんぱーく） （安城市アンフォーレ）

参考事例（先進地視察より）

明るく、開放的で、利用しやすい雰囲気が漂う空間
・小声で会話ができる程度の適度な雑音があって、静かすぎない
・ちょっと立ち寄って、長い時間を過ごしたくなる癒しと交流の場
・緊張せず、リラックスして自由に動き回れる空間

■バリアフリー
■車椅子でも過ごしやすい
○車椅子やベビーカーでも利用しやすい
○廊下や書架の間が広く、段差がない
■本棚の角などで怪我をしない工夫
■海外の人でもわかりやすい案内
■子どもでもわかりやすく利用しやすい

全館

利用者数に対応して、いつでも停められる駐車場の確保
・イベントや休日など利用の多い日でも安心して停められる駐車場の確保
・誰でも近づきやすい配置やアクセス動線に配慮

☆明るく、開放的な雰囲気
■自然光（図書館奥にも取り入れてほしい）
☆野鳥の声や水の音など、リラックスできる音が聞こえてくる
☆恵那山や見える窓やテラス
■目的なく、ふらっと立ち寄れる、新たな本との出会いの場
☆気軽に会話ができるなど、程よい雑音のある空間
○静かなエリアと声を出しても良いエリアとの棲み分け
□一日中図書館で遊べるくらいの魅力
▲アットホームで、居心地の良い場所
▲年配の人の居場所になるような空間

■全館Wi-Fi完備
○全館Wi-Fiにして、館内のどこでもパソコンやスマートフォンが使える環境
□デジタル化戦略も踏まえた設備
■全てのイスや机の近くに充電スペースがある
○ICタグの導入などによる効率的な図書管理
☆音響や映像通信などを用いた情報の発信
△海外から来た人でも図書館に興味を持ってもらえるような情報発信
○自動貸出機の設置
▲インターネットを使って配本が手配できる
▲機械化できるところは機械化する
▲タグ等による盗難防止対策

☆利用者用の駐車場が近くに十分にある
□一番の問題である駐車場が十分確保できるか
△交通の便が良く、アクセスしやすい立地

すべての人が安心して利用できるユニバーサルデザインの採用
・バリアフリーと安全性への配慮
・誰でも利用しやすい設計への配慮
・安全に擦れ違える書架間幅の確保
・誰にでもわかりやすく気配りされた案内表示の採用

※ユニバーサルデザイン：年齢・性別・言語・文化の違い、障害の有無や能力差を
問わず利用できることを目指した建築・製品・情報などの設計・デザインのこと

デジタル化の時代に対応した設備
・本を読まない人でもゆっくりと時間を過ごせる
・時代やニーズに合わせ、電子機器を活用した学習や環境の整備
・インターネットを活用した広域的なネットワークによるサービス展開

■ 高校生、大学生のワークショップの意見

□△ 第１回、第２回 図書館機能検討委員会の意見

▲図書館意見交換会の意見

○ 図書館スタッフによるワークショップの意見

☆ リニアまちづくり推進プロジェクトチームの意見
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資料４

諸　室 意　　見 求められる機能 参考事例（先進地視察より）

静かに調べものができる空間 レイアウトしやすい展示コーナー

（安城市アンフォーレ） （田原市図書館）

デザイン性の高い書架 本を取りやすい書架高

（小布施町図書館） （田原市図書館）

魅力的なおはなし会の空間 充実した児童書

（田原市図書館） （金沢海みらい図書館）

郷土資料コーナー 集中して学習できる部屋

（大和市シリウス） （ののいちカレード）

若者が集まりやすい空間 図書の持ち込みが自由なカフェ

（塩尻市えんぱーく） （木曽町図書館）

本との新しい出会いをサポート
・普段読まない本をうまく紹介し、図書に出会うきっかけ作り

目当ての本や情報に迷わず最短で辿りつけるサポート
・表示や案内エリアなどで目当ての本が探しやすい
・検索システムの導入

本を主役に、毎回変化があり、見るも楽しい展示コーナー
・簡単にレイアウトが変更でき、展示が適宜模様替えされる
・定期的にテーマを決めての紹介サービスの実践

子どもたちが本に親しみ、楽しく過ごせる空間
・リラックスしながら、本を読める環境づくり
・子どもたちにも親にとっても、魅力的でワクワクする空間
・読み聞かせやお話会などのための囲まれたスペース
・子どもたちが大きな声を出しても周りの迷惑になったり、音声が響きにくい
空間
・子どもたちが毎回読みたくなる児童図書の充実
・同じフロアで遊具などを配置し、親子の遊びと交流を図る場づくり

若者のライフスタイルや感性に合わせた居場所づくり
・学校帰りや長期休暇中などの若者の居場所づくり
・友人との学習やコミュニケーションが進むスペース
・漫画、ライトノベルなど中高生向けの図書の充実

市民にも観光客にも、もっと知ってほしい地域資源の発信
・郷土の文人、偉人、文化、産業などを紹介する企画と関連書籍の展示
・郷土資料や行政資料などの展示
・伝統・文化資料のアーカイブス化

見通しが良く、使いやすく、デザイン性の高い書架空間
・見通しが良く、統一感のある内観
・本を取りやすく戻しやすい、管理しやすい書架配置
・機能性とデザイン性も兼ね備えた設備家具類

○時事の話題や季節にちなんだ本や情報の展示
○マグネットなどで展示しやすい壁面
○写真などの展示に便利なピクチャーレール

■漫画コーナー（図書館のイメージを変える）
○会話や相談をしても良いスペース
☆友人たちと宿題やテスト前のグループ学習ができるスペース

○郷土の先人・偉人を紹介する展示スペース
○担当者から気軽に展示に関する説明を詳しく聞ける

■子どもが絵本を読むことも、遊ぶこともできるスペース
■絵本スペースにおもちゃなどがある
☆絵本や児童書に囲まれて、親子でゆっくりと本に親しめる
■子どもが騒いでもいいスペース
○周りに音が響かない、ガラス張りなど中がみえる、お話会スペース
○絵本を面だししやすい書架
▲天気に左右されず親子で遊べる空間
▲現代の子供に欠けている脚力や手先の器用さなどを育める遊具、設備

■本棚の高さを低くする
○低めの書架で、高齢者でも楽に本を手にとることができる
☆本が適度な間隔で配置されていて取りやすい
☆様々な場所に配置されているおしゃれな椅子の中から、お気に入りの椅
子でリラックスして本を読める

一般書架

■NDC厳守ではなく、ばらばらなジャンルで図書を配置
■誰にでもお薦めできる「○○さんのおすすめコーナー」
☆「新刊」「話題の本」などの紹介コーナーがあり、今人気の本が選べる

■調べたい内容の本が見つけやすい図書館（本の並びや検索など）
☆分かりやすくジャンル案内がされていて、目当ての本を探しやすい
▲すぐに選べて、すぐに借りられる検索システムの整備

ヤング
アダルト
コーナー

児童書
コーナー

郷土資料
コーナー
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諸　室 意　　見 求められる機能 参考事例（先進地視察より）

静かに新聞、雑誌を読める空間 メンテナンスが簡単な閉架書庫

（ののいちカレード） （ののいちカレード）

受付カウンター 作業室、事務室

（田原市図書館） （ののいちカレード）

職員用休憩・作業スペース バックヤード

（田原市図書館） （塩尻市えんぱーく）

子ども用トイレ 多目的に使えるフリースペース

（小松市カブッキーランド） （塩尻市えんぱーく）

様々な利用者に対応した清潔でおもてなしの空間づくり
・子どもから体の不自由な方、観光客など多様化する利用者への配慮
・清潔な状態を維持メンテナンスしやすく、節水性能との両立
・施設のイメージに調和したレストルームづくり

家で過ごすようにリラックスできる空間づくり
・多様な椅子やソファーからお気に入りを選び、くつろげる閲覧スペース
・長時間の利用でも疲れない座り心地のよい椅子で、のんびり読書を楽しむ
環境
・ショップで買った飲み物を飲みながら、新聞や雑誌を読んだり、タブレットを
見たり、自分らしい時間を持てる

一人静かに集中できる学習スペース
・学習や仕事に没頭したい人専用スペース
・予約可能な学習席
・電源やWi-Fi、目が疲れない照明など、学びたい意欲をサポート

利用者の相談に対応する便利な何でも窓口
・貸出と返却サービスのほか、図書館内の利用に関する案内窓口
・きめ細やかなレファレンスサービス
・図書や様々な情報に関する相談と提供サービス
・市民の生活、仕事、学校、産業、行政など各分野の課題解決の支援サー
ビス

効率的、効果的に空間を利用できる集密書庫
・スタッフが安全かつ効率的に作業できる書庫
・収蔵冊数に対応した書庫スペースの確保

欲しい行政情報、暮らし情報を得る場
・ここに来れば、中津川市の暮らし情報がすべてわかる情報広場
・単身者や移住・定住者でもすぐに行政情報を手に入れられる
・好きな雑誌から関心のある情報を手に入れられる

■バーカウンター付き図書館（司書がおすすめの本を紹介してくれる）
■コーヒーを飲みながら本を読みたい
■カフェ併設
■友人と集まる
■くつろいで読めるスペース
■ベッド、足を伸ばせるソファー、マッサージチェア
■寝転がりながらだらだら本が読める
○リラックスできる、座り心地の良い椅子
☆会話、飲食しながら雑誌や新聞を読めるスペース

☆広報誌など、市からのお知らせや計画が集積された書架
○バックナンバーがまとめて置いてある雑誌架

☆静かに、集中して、勉強や調べ物をしたい
○研究や、集中して作業する人のための部屋
☆自分のパソコンを持ち込み、調べ物をするための設備（電源、Wi-Fiなど）
☆タブレットやヘッドホンなどのレンタルサービス
○利用予約ができるインターネットサービス

カウンター

ブラウジング
コーナー・
飲食

○開架書庫と閉架書庫の併用
○書庫内にも作業スペースと管理用パソコン
○書庫であっても温度湿度管理ができる
▲古い文献、行政資料を保存できる
▲十分な広さの閉架書庫

学習室

☆レファレンス窓口としての相談機能
☆書架→貸出カウンター→玄関とスムーズに移動できる動線
■孫を連れて行ったときに、孫が喜ぶ本を教えて欲しい
▲利用者に合わせた柔軟なレファレンスサービス
▲司書がクリエイティブな仕事に従事している

書庫

トイレ

☆車椅子やベビーカーの利用者にも利用しやすいトイレ
○アクセスしやすい授乳室と子ども用トイレ
○トイレは、閲覧スペースと離す
△清潔感、デザインに優れていて、利用したくなるトイレ
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諸　室 意　　見 求められる機能 参考事例（先進地視察より）

誰でも使える印刷室 多機能との融合（防音室）

（ののいちカレード） （大和市シリウス）

他機能との融合（遊び） 他機能との融合（研修室）

（大和市シリウス） （ぎふメディアコスモス）

他機能との融合（調理室） 他機能との融合（多目的ホール）

（ののいちカレード） （塩尻市えんぱーく）

他の機能との融合によるサービスの拡充と多様な居場所づくり
・多目的スペースや活動室、防音室、調理室、印刷室などの空間を利用し
たイベントの開催やサービスの提供
・児童図書コーナーと融合した遊び場や一時預かりサービス、相談窓口と
いった親子が滞在しやすい居場所づくり
・時代やニーズの変化に対応したサービスが提供できるよう、柔軟に汎用性
のある設備

従来のサービス等を維持しつつ、新たな視点から
市民のニーズを踏まえ、利用者を増やす新しいサービスの提供
・市民生活の身近な存在になるための図書館サービスの研究
・これまでの常識にとらわれない、図書館に行きたくなるサービスの提供
・時代の変化に対応した新しいサービスの提供
・機能の複合化による新たな図書館利用者の拡大
・公共図書館と学校図書館、地域公民館の連携による、全地域に充実した
サービス提供

職員がサービスしやすい作業環境への配慮
・職員の効率的な作業動線の確保
・業務に必要な諸室面積と設備の確保
・健康的環境として、休憩や更衣のためのスタッフラウンジの確保

まちなか周遊と市内周遊の拠点としての機能
・商店街との連携によるまちなか情報の発信と周遊の起点づくり
・市域の歴史文化資源の情報発信と周遊のしくみづくり

○商店街との連携事業
■病院、温泉、足湯、フィットネスジム、カラオケ、スーパー、介護施設、ボウ
リング場、テニスコート、弓道場併設

○職員数に見合う十分な事務机とパソコンの配置
○建物に隣接した配本車専用駐車場（2台）

○事務室で作業をしていてもカウンターの様子が見やすい配置
☆事務室、カウンター、作業スペース、閉架書庫、配本作業室の配置に配
慮し作業効率が良い動線
○本が傷まない返却ポスト

○打ち合わせスペースと応接スペース
○職員の休憩スペース
○選書や新刊を受け入れる作業室と、地域や学校へ配本作業する部屋が
別に必要

作業室

バックヤード

多目的スペー
ス・活動室

事務室

その他

■趣味づくり（本と体験を組み合わせた取り組み）
○講演会やイベントなどができる、映像、音響装置付きの多目的室
☆いろいろな企業や市民とのコラボイベント
☆ボランティアやサークル活動のできる十分な部屋
■防音室の中では騒げる
○防音で録音できる部屋
▲シアター

■託児所がある
■料理教室
■BBQができる
○利用者が使えるコイン式のコピー機、印刷機
☆住民票や戸籍、税証明等の証明発行サービス

サービス
イベント

■駅で借りられて、駅で返すことができるシステム
■欲しい資料がすぐに手に入る（海外の本とか）
■市民以外でも借りられ、返却は郵送でも可
■予約制の移動図書館
■本のデリバリー
■親が昔借りた本の履歴を調べられるシステム
■高齢者のための送迎システム
■結婚相談、恋愛相談、出会いの場
■子どもや孫と泊まれる図書館
■ペットを連れていける
■野菜、動物が育てられる
■老後に昔の写真とかを見ながら同窓会
▲建物だけでなく選書で個性を出せる
▲忙しい社会人でも利用しやすい
▲祖父母が孫を安心して遊ばせられる、本と関わる機会を作る
▲小中学生も含めて誰もが図書館を利用しやすい交通網の整備
▲配架、配本の充実。個人宅への手配など
▲市内各地域に関する企画展示で、地元意識を醸成し、市民交流、融合を
図る
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