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図 1：寄贈受入冊数推移  

（『横浜市の図書館』より） 
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  横浜市立図書館では、平成 23 年１月に『横浜市立図書館アクションプラン』を策定

しました。これは、平成 18 年３月に提出された『これからの図書館像～地域を支える

情報拠点を目指して～（報告）』（文部科学省主催「これからの図書館の在り方検討協

力者会議」）、及び平成 19 年８月の『横浜市立図書館のあり方懇談会報告書』の提言を

受け、市民の課題解決に資する図書館機能の強化を図ることを目的としたものです。 

その課題解決型図書館を、資料面から支えるために策定したものが『蔵書再構成５

か年計画』です。計画年度にあたる平成 22 年度から 26 年度までの５年間をかけ、調

査研究用図書の補強などを積極的に行うことで、課題解決に資する蔵書 1の再構成を

概ね達成しました。 

  この成果を踏まえつつ、社会動向の変化に伴う新たな課題に取り組み、地域の情報

拠点としての図書館を目指すため、『横浜市立図書館蔵書５か年計画』を策定します。 

 

 
１ 『蔵書再構成５か年計画』の振り返り 

前計画における主な課題と取組状況は次のとおりです。なお、最終的な振り返りにつ

いては、各統計数値が出揃う平成 27 年度に行うものとします。  
 

(1) 主な達成項目  

取組１ 蔵書の分析と補強  
各館の蔵書を分析し、必要な分野の基本資料を重点的に収集しました。  

  ○年間資料収集計画の策定と振り返りの実施  
○基本的な調べ物に役立つ参考図書や定番書籍の充実  
○需要が高いテーマや地域情報について、調べ物に役立つ資料コーナーを設置  
○効率的な収集のための、『横浜市立図書館資料収集基準』等関係規程の改訂  

取組２ 新たな収集方法の検討  
寄贈募集の手法を検討し、積極的に寄贈資料の    

受入れを行いました。（図１）  
○寄贈図書募集キャンペーンの実施  
○企業・大学等を対象とした寄贈の働きかけ  
○雑誌スポンサー事業による雑誌タイトルの確保  

取組３ 地域情報の収集方法の検討  
  地域資料の収集・整理・デジタル化を進めるとと

もに、ホームページの充実を図りました。  
○地域資料の整理、提供  
○「都市横浜の記憶」などデジタルアーカイブコ    
ンテンツの充実  

  
 

                                                   
1 「蔵書」とは、図書資料だけではなく、新聞・雑誌・電子媒体資料など、図書館が所蔵するあらゆる情報資

源を指します。  

はじめに －『横浜市立図書館蔵書５か年計画』策定の趣旨－ 

 

第１章  横浜市立図書館の蔵書構成の現状と課題  
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図 4：書庫内資料数推移  
（『横浜市の図書館』より） 

0

1

2

3

4

5

75,000
76,000
77,000
78,000
79,000
80,000
81,000
82,000
83,000

H16 H22 H23 H24 H25

億 

出版点数（冊） 

資料費予算額（円） 

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H16 H22 H23 H24 H25

借用冊数（冊） 

(2) 取組が不十分な項目  

本計画では、重要課題として引き続き取り組んでいきます。  

取組４ 電子書籍などの新しい情報媒体の検討  
  出版状況や図書館での利用条件等を検討した結果、導入については見送りまし

た。今後の社会情勢を見ながら引き続き検討をする必要があります。  
取組５ 資料管理の課題解決  
 中央図書館の書庫配置状況を検証し、スペース不足等の問題点を整理しました。

それを踏まえ、書架の整理を行い資料の移動を行いましたが、抜本的な改善には

至りませんでした。  
 

２ この５年間を中心とする社会状況の変化と横浜市立図書館の現況  

(1) 新刊購入率の低下  

出版点数が増加している一方、10 年前に比べて半減した図書館の資料費は、ここ

５年間はほぼ横ばいであり（図２）、実質的に新刊購入率は低下しています。これに

より、市外他自治体から資料を借用するケースが増加しており（図３）、市民の読書

要求に十分に応えられていない状況となっています。 

 

 

 

(2) 保存環境の整備と資料管理方法の見直し 

   収容能力 120 万冊の中央図書館書庫は、

あと数年の間にその数を超えるペースで

資料が増えています（図４）。収納・保管

方法の見直しや保存に適した環境の維持

のほか、将来にわたって保存すべき資料に

ついて、再検討することが急務となってい

ます。あわせて、増え続ける資料を効果的

に管理する、新たな手法の検討が必要です。 

 

 (3) 地域活動支援や他機関との連携の活発化  

横浜市立図書館では、図書館が持つ資料や情報

を活用した企画事業や講座などを通じて、市民の

読書活動やそれらを支えるボランティアの支援に取り組んできました。ここ数年は

市民グループ等による独自の催しも活発化しており、市民と図書館の協働事業の開

図 3：市外図書館からの借用冊数推移  
（『横浜市の図書館』より）  

図 2：出版点数・資料費（予算額）推移  
（『出版年鑑』『日本の図書館』より）  
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催や、市民主催の講座に司書が講師として赴くなど、市民活動の支援形態も変化し

てきています。また、防災や健康増進など、区局と連携しての企画事業や情報発信

も活発化し、市政課題を市民にアピールする場として、図書館への期待が高まって

います。 

 

(4) 「横浜市民読書活動推進計画」 

平成 26 年４月に「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」が施行され、「横浜

市民読書活動推進計画」を策定しました。この計画では、地域の情報拠点としての

図書館、地域施設や団体を結びつける架け橋としての図書館及び市民の読書活動を

支える図書館への期待が謳われています。従来の課題解決型図書館としてのあり方

に加え、乳幼児期から高齢期まで全ての市民の幅広い読書要求に応え、読書活動を

支える役割が求められています。 

 

(5) 電子書籍等新しい情報媒体への要求 

国内の電子書籍市場の規模が拡大傾向にあること 2に加え、複数の事業者が図書

館向け電子書籍サービスシステムの提供を開始しています 3。『第２期横浜市教育振

興基本計画』でも、図書館の利便性向上のための取組の一つとして、電子書籍への

対応の検討を挙げています。 

 

 

１ 『横浜市立図書館蔵書５か年計画』の位置づけ 

横浜市立図書館では、資料収集の長期的な指針となる『横浜市立図書館資料収集基準』

を策定しています。『横浜市立図書館蔵書５か年計画』は、長期指針では対応しきれない

社会的な状況を盛り込んだ中期指針として位置づけ、『横浜市民読書活動推進計画』、『第

２期横浜市教育振興基本計画』など市や教育委員会の施策、及び市立図書館で策定する

『横浜市立図書館アクションプラン』、『横浜市立図書館児童サービス５か年計画』と連

携を図りながら策定するものです。 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

                                                   
2 2012 年度の電子書籍市場は 729 億円（前年比 15.9％増）（『出版指標年報 2014 年版』より）  
3 2013 年 5 月現在、電子書籍サービスを実施している公共図書館は 17 館、実施予定・検討中は 86 館。（『図

書館年鑑 2014』より）  

第２章  平成 27 年度～平成 31 年度の蔵書構成の考え方と取組  

 

横浜市立図書館児童サービス 

５か年計画（平成 27 年度 -平成 31 年度） 

横浜市立図書館資料 

収集基準 

横浜市立図書館 

蔵書５か年計画 

（平成 27 年度 -平成 31 年度） 

横浜市立図書館アクションプラン 

（第２期：平成 27 年度 -平成 31 年度）  
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２ 『横浜市立図書館蔵書５か年計画』の名称について 

 『蔵書再構成５か年計画』では、市民の問題意識に寄り添った課題解決型図書館を目

指し、蔵書基盤の補強と再構成に取り組みました。今後は、これまで築いた蔵書の魅力

を市民にＰＲし、各々の読書活動や生活にさらに役立ててもらうことを念頭に置いた取

組も求められます。再構成から新たな段階を迎え、蔵書に関する取組を包括的にとらえ

た計画として、名称を『横浜市立図書館蔵書５か年計画』とします。  
 
３ 『横浜市立図書館蔵書５か年計画』の基本的な考え方  

  横浜市立図書館は、乳幼児から高齢者まで全ての世代、及び国籍、職業などが異なる

様々な属性の市民など、誰に対しても必要な情報の提供ができるよう、偏りなく公平な

立場で客観的に資料の収集をします。資料を将来にわたって蓄積し、活用のための工夫

を心がけ、市民と情報をつなぐ役割を担います。  
 

 

  

図書館の蔵書は  

「市民の暮らしを支えるもの」、「市民の生活の質を向上させるもの」 

 

図書館はそのための資料（＝情報）を  

集め【収集】、蓄積し【管理・保存】、みせます【提供】。  

■市民の課題解決と読書活動
のために役立つ資料の収集  

■寄贈受入の推進  
■図書以外の資料の整備  

（電子書籍等）  
■蔵書評価方法の検討  

重点取組  

         市民の財産である蔵書を  

        長期的に良好な状態で蓄積 

        していくため、適切な保存 

        環境を整備し、効果的な管 

理手法を検討します。 

②  

蓄積  

します  

【管理・保存】 

資料のみせ方を工夫し、  

来館者や非来館者に対して 

蔵書の魅力をＰＲします。 

③  

みせます  

【提供】  

■保存方針の検討  
■中央図書館書庫の環境整備  
■新たな資料管理手法の検討

（ＩＣタグ等）  
■資料の長寿命化  

■資料のデジタル化  
■図書館ホームページの  

コンテンツの充実と活用  
■資料の探しやすさ向上  

         各区の地域性に応じた資 

料収集を意識しながら、横 

浜市民 370 万人の多様な情 

報要求に応え得る幅広い資 

料を収集します。 

①  

集めます  

【収集】  
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４ スケジュールと進捗管理  

(1) 各館ごとに５年後の目標を定め、「年間資料収集計画」および「図書館の目標」

により、単年度の実施計画を策定します。毎年度末に取組事項の進捗状況を確認し

ます。  
(2) 平成 29 年度に中間振り返りを行い、取組が不十分な項目や、必要な検討が十分

に行われていない項目については重点的に取り組みます。計画期間が完了した平成

32 年度に、本計画の取組に関する最終的な評価を行います。  
 

５ 具体的な取組内容  

取組ごとに、計画振り返り時に参考とする「取組の指針」を設定します（以下「➢➢」  

で示す部分）。振り返りの際に数値を扱う場合がありますが、数はあくまでも参考とし、 

取組内容を重視するものとします。 

  数値目標は、年間資料収集計画の中で各課各館が地域の状況に合わせて設定します。 

 

 

 

 
 

 各区の地域性に応じた資料収集を意識しながら、横浜市民 370 万人の多様な情報要 

求に応え得る幅広い資料を収集します。 

  
取組１ 市民の課題解決と読書活動のために役立つ資料の収集  

(1) 蔵書の補強  

○各区の運営方針等を参照し、地域ニーズ・課題の把握に努め、蔵書を分析し、

必要な分野について計画的に蔵書を補強します。  
○各区の読書活動推進目標を意識した蔵書の補強を行います。  
○地域資料 4を積極的に収集します。  

取組の指針  ➢➢蔵書補強用図書の受入状況 

➢➢地域資料所蔵状況  
 

(2) 資料調整機能の見直し 

○各館での選書に配慮した上で、横浜市立図書館全体で幅広い蔵書構成を実現

していくための効果的な方法を確立させます。  
○資料収集の面で、中央図書館が地域図書館をどのようにバックアップしてい

くかを明確にします。  
取組の指針  ➢➢検討の実施と達成状況 

 
(3) 司書の選書スキルの強化  

選書に必要な知識向上のための研修や情報共有の機会を設けます。  
取組の指針  ➢➢研修実施状況  

 
  

                                                   
4 横浜市の行政資料及び郷土に関する資料全般を指します。  

集めます【収集に関する取組】 
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取組２ 寄贈受入の推進  

(1) 企業等に対する寄贈募集活動  

地域の企業や団体等に向けて、図書館への支援を求める働きかけを行い、社

会貢献としての資料の寄贈を広く募ります。  
取組の指針  ➢➢企業や団体等からの寄贈実績  

 

(2) 図書館が必要としている資料の寄贈募集活動  

○予約が多い本等、利用者のニーズが高い資料の寄贈受入を進めます。 

○利用が見込まれるが絶版等の理由で、購入による入手ができない資料の寄 

贈受入を進めます。 

取組の指針  ➢➢寄贈受入状況  

➢➢実施状況  

 

(3) 地域コミュニティを通した資料収集活動  

区役所、各地域の自治会・町内会、企業、商店街、学校、ボランティア団体

等、様々な地域コミュニティとのつながりを通して、一般に流通しない地域資

料の収集を進めます。  
取組の指針  ➢➢非流通地域資料受入状況  

 
取組３ 図書以外の情報媒体の整備  

(1) 電子書籍への対応の検討  

電子書籍について横浜市立図書館としての考え方を整理し、導入・対応につ

いて検討します。  
取組の指針  ➢➢検討の実施と達成状況 

 
(2) オンラインデータベースの利用環境整備  

○調査研究に役立つオンラインデータベース等の利用環境を整えます。  
○利用の促進をはかる取組を工夫します。  

取組の指針  ➢➢実施状況  

 
(3) 図書以外の資料の収集方針検討  

パンフレットや写真等、図書以外の資料について、収集の考え方や取扱いに

おける、より詳細な基準を検討します。  
取組の指針  ➢➢検討の実施と達成状況  

 
取組４ 蔵書の評価方法の検討  

○各館で年間資料収集計画を立て、資料収集を進めます。  
○年間資料収集計画の振り返りと評価の方法を見直し、資料収集の PDCA サ  
イクル（Plan-Do-Check-Act） 5を確立させます。  

取組の指針  ➢➢年間資料収集計画の達成状況  

  

                                                   
5 Plan=計画、 Do=実行、 Check=評価、 Act=改善  
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   市民の財産である蔵書を長期的に良好な状態で蓄積していくため、適切な保存環 

  境を整備し、効率的な管理手法を検討します。 

 
取組５ 保存方針の検討  

適正な蔵書の規模と管理のために、資料保存に関する方針を見直します。  

取組の指針  ➢➢検討の実施と達成状況 

 
取組６ 中央図書館書庫の環境整備  

(1) 資料保存環境の管理  

類似施設の取組を参考にしながら、適切な環境を維持するための点検・整備  

     を行います。  
取組の指針  ➢➢書庫環境点検実施状況  

 
(2) 資料保存スペースの確保  

○保存方針に則って資料を除籍し、再活用を希望する市内施設・団体へ譲渡  
することで、中央図書館書庫の保存スペースを確保します。  
○中央図書館書庫内のレイアウトを再検討します。  

取組の指針  ➢➢資料再活用実施状況   
➢➢検討の実施と達成状況  

 

取組７ 新たな資料管理手法の検討  

○資料管理のための ICタグ 6の導入を検討します。  
○より効率的な蔵書点検の方法や実施サイクルを検討します。  

取組の指針  ➢➢検討の実施と達成状況  
 

取組８ 資料の長寿命化  

破損した資料や劣化した資料に対し、速やかに適切な修理、製本を行うほか、 

原本の保存を目的とした、デジタル化などの媒体変換を行います。 

取組の指針  ➢➢製本、中性紙封筒 7への入替、再装備等の実施状況  

➢➢媒体変換実施状況 

  

                                                   
6 蔵書の管理番号等を記録した非接触型タグのこと。これにより、手続きの自動化や蔵書管理の省力化が可能

となります。  
7 資料を酸化や劣化から守るために使用します。  

蓄積します  【管理・保存に関する取組】 
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資料のみせ方を工夫し、来館者や非来館者に対して蔵書の魅力をＰＲします。 

 
取組９ 資料のデジタル化  

デジタル化した地域資料を、デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」で公開 

します。 

取組の指針  ➢➢新規公開状況・アクセス状況  

 
取組 10 図書館ホームページのコンテンツの充実と活用  

○デジタル化した資料・情報や、作成した市民向け調べ方案内・ブックリス

トなどを、図書館ホームページで公開します。  
○各コンテンツの利用促進のための働きかけを行います。 

取組の指針  ➢➢資料紹介ページ新規作成、更新状況  

 
取組 11 資料の探しやすさ向上  

(1) 地域性に対応したコーナーの充実  

各区の利用者ニーズと区が持つ特性に合わせ、特定のテーマに沿って資料や

情報を集めたコーナーについて、その内容の更新に努めます。  
取組の指針  ➢➢コーナー内資料の新規受入状況         

➢➢市民向け調べ方案内、目録の作成・改訂状況  

 
(2) 読書への興味を喚起する情報提供  

○テーマに沿った資料展示を実施します。  
○資料展示等のテーマに沿ったブックリストを作成・配布します。  
○蓄積した児童書選定のための情報を提供する仕組みを検討します。  

取組の指針  ➢➢資料展示実施状況、ブックリスト作成・改訂状況 

➢➢情報提供の仕組みの検討の実施と達成状況     

 

(3) 書架案内図等の更新  

書架案内図や書架見出しを更新して、わかりやすいものにします。  
取組の指針  ➢➢実施状況  

 

みせます  【蔵書の利用促進のための取組】 
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