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１ 蔵書再構成５か年計画策定の背景と目的 

尐子・高齢化時代の到来、高度情報化社会への進展など、近年の社会経済情勢の変化は

図書館の役割にも確実に影響を及ぼしています。市民からの情報要求は、年々多様化・高

度化しており、身近な情報提供機関としての図書館に求められる役割も大きく変化してい

ます。 

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」）においては、

従来の文化教養的図書館から発展した、調査研究支援、レファレンスサービス等の情報提

供により、地域の課題解決を支援し地域の振興を図る図書館としての役割が示されていま

す。 

横浜市立図書館においても、課題解決支援機能の充実や地域情報拠点としての役割が提

言され（『横浜市立図書館のあり方懇談会報告書』横浜市立図書館のあり方懇談会 平成

19 年８月）、本計画に先立って制定された『横浜市立図書館アクションプラン～市民サー

ビスの向上を目指して～』（平成 23 年１月）においては、「市民が必要とする資料・情報

の提供を通じて市民生活を支援する」ことが図書館全体の将来像として確認されました。 

一方で、平成 22 年は、「文字・活字文化振興法」（平成 17 年７月公布・施行）から５

周年を記念して「国民読書年」と定められ、国民の読書の推進のために様々な活動が行わ

れました。図書館は地域の文字・活字文化振興の拠点であり、子どもから大人まで誰もが

読書に親しむことのできる場であることを期待されています。 

こうした社会環境の変化や、図書館に求められる役割の変化を受けて、横浜市立図書館

のあり方も多様性が求められてきています。横浜市立図書館は平成 23 年度に、創立 90

周年の節目の年を迎えます。さらなる図書館サービスの充実に向けて、その基盤となる情

報資源もまた計画的に収集していくことが必要となります。近年の資料購入費の縮小に代

表される図書館をめぐる厳しい現状に対応する一方で、横浜市立図書館の核となる蔵書1

を、将来の図書館にふさわしいものへと再構成するために、本計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1本計画での「蔵書」は、図書資料だけでなく、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。 
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２ 横浜市立図書館の蔵書構成の現状と課題 

(1) 財政状況の変化 

ア 受入冊数の減尐 

平成 12 年度以降、資料購入費が年々削減されるにつれ、図書の受入冊数も約 26

万冊から約 17 万冊にまで減尐しています（図１）。寄贈による受入冊数は横ばい状

態（図２）が続いており、購入冊数の減尐を補うには至っていないのが現状です。 

    一方で貸出・予約冊数は現在も増加しているため、書架を見ても新しい本や読みた

い本がないという状況が生じています。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１：受入冊数資料費推移】        【図２：購入冊数・寄贈冊数推移】 

（『横浜市の図書館』より） 

イ 平均単価の低下 

購入した図書の平均単価は平成 15 年  

以降、１冊あたり約 1,800 円から約 1,500 

円まで、減尐しており（図３）、単価の比 

較的低い図書を中心に購入することで、  

資料購入費の減尐に起因する受入冊数の  

大幅な減尐に歯止めをかけている状況です。 

特に中央図書館では、平成 15 年以降、 

約 600 円単価が下がっており、調査研究に 

役立つ高額な専門書、辞典やハンドブック 

等の参考図書類が買い控えられています。                       

このように従来と同じ収集方法では、図    

書館資料を充実させていくことが困難な状況  【図３：購入図書平均単価推移】 

であり、収集方法の改善が急務となっています。  （図書館システムより） 
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(2) 社会状況の変化に伴う情報要求の高まり  

多様な社会問題に取り巻かれている現在、課題解決を目的として来館する利用者が 

増加しています。高齢化社会の進行により、介護・医療や年金などの問題解決のために

来館する市民が増えるとともに、生涯学習施設な 

どに通う学習意欲の高い利用者が、研究用の資料を 

求めるケースも多くなりました。情報収集を行うビ 

ジネスマンや、外国人居住者の利用が増加している 

図書館もあります。 

また、横浜市立図書館全体で受け付けたレファレ 

  ンスの件数は増加傾向にあり（図４）、図書館に課題 

解決の糸口を求める利用者が確実に増えていること 

が分かります。このように、利用者の情報要求は 

年々多様化かつ高度化する傾向にあり、公共図書館 【図４：レファレンス件数(全館)推移】 

としてその要求に応えていく必要があります。     （『横浜市の図書館』より） 

 

(3) 地域情報の拠点としての役割 

     横浜市の行政資料をはじめとした、市販されていなくても重要な地域の情報が掲載 

された資料、文化的価値のある郷土資料などは、横浜市立図書館が収集と記録・保存 

を行い、後世に残していく責務を負っています。 

地域の情報拠点として、古くからある地域資料コレクションを長期的に保存してい 

く方針を定めるとともに、現在の地域情報を計画的に収集し、提供していく必要があ 

ります。 

 

 (4) 高度情報化時代への対応  

   インターネットを始めとした情報通 

信技術の発達により、日常接する情報 

量が飛躍的に拡大し、同時に情報メディ 

アも多様化しています。 

電子書籍の市場規模は年々拡大して 

おり（図５）、図書館が伝統的に収集対 

象としてきた印刷媒体資料以外にも目を 

向け、今後電子媒体資料を図書館がどの 

ように導入し、提供していくのかを検討    【図５：電子書籍の市場規模】 

すべき時期に来ています。            （出版年鑑より） 
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(5) 資料の保存環境の問題 

中央図書館は横浜市立図書館全体の資料の長期保 

存という役割も担っていますが、現在の限られた書 

庫容量の範囲内で、毎年の新規受入による蔵書の増 

加への対応を迫られています。 

書庫内資料の総数は毎年２～４万冊増加しており 

  （図６）、現状のままでは、数年後に満杯になる見込 

みです。 

資料保存のあり方を改めて検討するとともに、書 

庫スペースの確保や、資料の電子化による効率的な  【図６：書庫内資料総数】 

蔵書管理などの対策を早急に講じる必要があります。  （『横浜市の図書館』より） 

 

３ 蔵書再構成５か年計画の基本的考え方 

 (1) 計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

ア 市民の課題解決を支える図書館ならではの蔵書構成 

横浜市は約 370 万の人口を抱える大都市であり、近代的なビジネス街や観光地が

ある一方で、美しい里山や農業地区も残る多様性のある都市です。変化の大きい多様

な社会生活や環境の中で、市民が必要とする様々な段階の情報を収集・提供します。 

市民の課題解決のためには、個人でも入手が容易な資料ばかりではなく、図書館で

しか重点的・体系的に収集できない様々な情報資源が必要です。横浜市の図書館とし

て、特に、一般に流通しにくい資料、個人では購入が難しい高額な図書、データベー

スなどを積極的に収集します。充実した情報資源を市民が気軽に利用できる公共施設

として、市民の課題解決を支援します。 

 

  イ 市民の読書文化を支える図書館ならではの蔵書構成 

    読書活動は、市民が教養を高め、豊かな暮らしを実現するための重要な活動の一 

つです。市民の読書活動に対応できる蔵書量を確保するほか、劣化した資料の買い替

え等を進め、市民が気持ちよく利用できる蔵書と読書環境を整えます。 

図書館は子どもから大人まで、自由に活字に親しむことができる市民の身近な読書

近年の財政状況や社会状況の変化によって、図書館はそれぞれの地域における役割を

明らかにしつつ、地域の新しい特性やニーズに応じた独自の蔵書構成が求められていま

す。 

横浜市立図書館は、市民の問題意識に寄り添った課題解決型図書館として、市民の読

書活動の振興拠点として、市民活動を支援する地域情報の拠点として、書店や他の情報

提供機関とは異なる、総合的な蔵書基盤を再構成していきます。 
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施設として、個人では収集しきれない豊富で多彩な資料を収集していくことができま

す。市民の読書文化の振興拠点として、市民の読書活動を支え、読書を契機としたさ

らなる学習や活動に役立つ蔵書を収集します。 

 

  ウ 地域情報の拠点として横浜市の図書館ならではの蔵書構成 

     横浜は幕末開港以来、海外への窓として発展した独自の文化と歴史を持っています。

横浜の過去の記憶を今に伝える、図書館固有の資料を幅広く収集していきます。同時

に、市の貴重な財産として適切な長期保存に留意し、デジタル化による公開も進めて

いきます。 

横浜関連の歴史的郷土資料や、横浜市が作成した計画書や報告書などの行政資料、

地域の企業や団体に関連した資料は一般に流通しておらず、また出版点数も尐ないた

め、全国的に見て横浜市立図書館でしか所蔵のない資料も数多く存在します。これら

の貴重な資料を適切に収集・保存していくことにより、図書館としての責務を果たし

ていきます。 

また、市内博物館や文書館、資料室などの各類縁機関との連携を深めながら、横浜

市の文化や市民活動の振興に寄与することのできるよう、地域情報の拠点としての基

盤を整えます。 

 

(2) 計画の位置づけと期間  

ア 「横浜市立図書館アクションプラン」における位置づけ 

    本計画に先立って平成 23 年１月に策定された、「横浜市立図書館アクションプラ

ン」（以下「アクションプラン」という。）において、本計画は「司書の専門性を発

揮したサービスの進展」として、中期的資料収集のための重点取組事項として位置

づけられています。 

    「アクションプラン」でうたわれている「市民が必要とする資料・情報の提供を通

じて市民生活を支援する」図書館を実現するために、「アクションプラン」の 

方向性を枠組みとしつつ、適切な蔵書構成のあり方を検討し、取り組みます。 

  イ 「児童サービス５か年計画」との関係 

    児童書の蔵書構成に関しては、子どもの読書活動と調べ学習を支援するため、「横

浜市立図書館児童サービス５か年計画」（平成 23 年策定）に沿った収集・保存を行

います。 

  ウ 期間 

    計画は、平成 22 年度を初年度として、平成 26 年度までの５年間とします。 

    なお年度ごとに振り返り評価を行うほか、中間期において、達成の状況、社会環境

の変化等を踏まえた上で、必要に応じて見直しを行います。 
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４ これからの横浜市立図書館の蔵書 

 (1) 市民の多様な情報要求に応えられる蔵書 

 高齢者、外国人、障害者、子育て世帯、児童、学生、ビジネスマンなど、市民の誰

もが、家庭生活や職業生活、趣味、学校生活などのあらゆる分野において、新しく正確

な情報を得ることのできる蔵書を計画的に収集していきます。 

    取組(1)蔵書の分析と補充（p.10） 

    取組(2)新たな収集方法の検討（p.11） 

 

 (2) あらゆる世代の市民の自主的な読書と学習を支援する蔵書 

 生涯学習時代と言われる現在、めまぐるしい社会変化に応じた、市民の学習のた 

めの情報資源を常に提供できる蔵書構成とします。ニーズの高い学習分野に関して 

は、専門的な調査研究に対応できる資料を収集します。 

 特に青尐年の間では、新しいメディアの普及が注目を浴びる反面、「読書離れ」 

が懸念されています。児童サービスやティーンズサービスも視野に入れ、子どもか 

ら大人まですべての世代の市民の読書活動を支えていきます。 

         取組(1)蔵書の分析と補充（p.10） 

     取組(2)新たな収集方法の検討（p.11） 

 

 (3) 地域活性化の基盤となる蔵書 

  ボランティアやＮＰＯなどの活動に関わる市民が増加し、市政や地域情報への関心 

が高まりつつあります。横浜市立図書館として積極的に地域情報を収集し、独自性の 

あるコレクション形成を図り、現在と将来にわたる地域の活性化に資することのでき 

る蔵書構成・資料管理を行います。 

          取組(3)地域資料の収集方法の検討（p.11）  

 

(4) 情報化時代に即した市民の情報活用を支援する蔵書 

学ぶ意欲をもったすべての市民に、学習のための蔵書を用意し、市民の教養と文化的 

生活を支援します。 

市民、団体、企業などと連携し、地域固有の情報を幅広く収集することにより、市民 

の地域理解を深める機会を提供し、自主的な活動の活性化につなげていきます。 

 世代や国籍、職業などの異なる、多様な属性を持った市民に対して、課題解決のため

に必要な情報提供ができる蔵書構成とし、市民の暮らしを支えます。 

課題解決のための情報を求めている利用者に対し、その中から最も適した情報を取得 

し活用することができるよう、印刷媒体資料にこだわらない多様な電子情報媒体を収 

集・提供します。 
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図書や雑誌などの資料のみから情報を得るのではなく、有料データベースや、紙媒体 

の代替物がない光ディスク資料（CD、DVD 等）、個人では利用が難しい媒体を利用 

できるようにし、情報選択の範囲を広げていきます。 

 また、電子書籍の導入・運用について検討し、新しい情報資源の開拓を推進します。 

      取組(4)電子書籍など新しい情報媒体の検討（p.12） 

 

 (5) 情報保存機関として適切に管理された蔵書 

  蔵書は長期的に良好な状態で保存していくことで、情報資源としての価値が生まれ、市

民の財産となっていきます。長期保存すべき資料を見極めつつ、保存環境を整備していき

ます。 

     取組(5)資料管理の課題解決（p.12） 

 

 

【これからの横浜市立図書館の蔵書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市の財産として、今ある蔵書を長期的に保存することのできる環境を整備し、 

情報資源の活用を図るとともに、未来にむけて地域の記憶を残していきます。 

市民 

   

市民の多様な情報要求に応えられる蔵書 

情報化時代に即した 

市民の情報活用を支援する蔵書 

情報保存機関として 

適切に管理された蔵書 

地域活性化の基盤となる蔵書 

あらゆる世代の市民の 

自主的な読書と学習を支援する蔵書 

博物館・資料館など 

企業 

市民団体など 

生涯学習施設 

小・中学校 

大学など 

関係機関 
教育機関 

横浜市立図書館の蔵書 
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５ 蔵書再構成５か年計画の取組内容 

(1) 蔵書の分析と補強 

実施課 調査資料課、サービス課、地域図書館 

対象 横浜市立図書館全館の蔵書 

目標 

市民の課題解決や学習のために必要な情報資源を計画的に収集し、蔵書の充実

をはかることで、横浜市の総合的な情報拠点として多様化・高度化する市民の

情報要求に対応できている。 

  

１ 蔵書の分析と評価 

    (1) 各館ごとに蔵書の分析を行い、弱点分野の把握を行います。また、区役所

などと連携し地域特性の分析を行います。 

    (2) 分析結果から、各館ごとの収集のための年間収集計画を作成します。 

２ 蔵書の補強    

     (1) 図書館ごとに弱点分野及び重点を置く分野の図書を追加購入します。 

     (2) 定番図書リスト2を作成し、地域図書館の定番図書の所蔵率を高めます。 

(3) 一般的に流通しにくい資料（高額図書、直接販売図書、学協会の刊行図書

等）を網羅的に収集していく方法を確立します。 

     (4) 劣化した資料の買い替えを進めます。 

    ３ 収集方法の再検討 

     (1) 収集基準を本計画に即したものに改訂します。 

     (2) 地域館を方面別にグループ編成し、グループ内での総合的な蔵書の再構成 

      を図ります。 

    ４ 中央図書館と地域図書館の役割分担 

     (1) 中央図書館による地域図書館への資料選定のための支援機能を強化します。 

     (2) 中央図書館と地域図書館の蔵書構成内容の役割分担を検討します。 

    ５ 司書による選書機能の強化 

     (1) 地域図書館職員向けの研修を実施するとともに、資料に関する情報交換を

促進する体制を確立します。 

     (2) 市民ニーズと社会動向に即した資料購入のための選書ツール3を整備しま

す。 

                                                   

2 横浜市立図書館全 18 館の所蔵資料のうち、１冊あたりの累計貸出回数が 80回以上の図書資料 

（文庫・マンガ・小説・エッセイなどは除外）を含む書誌のリストで、需要の多い定番図書のリ 

ストとして使用します。 

3 選書の際の指針となる新聞、雑誌、Web 上の情報源を分野ごとに整理し、購入の目安とする

ためのマニュアルです。 

取組 
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(2) 新たな収集方法の検討  

実施課 調査資料課、サービス課、地域図書館 

対象 横浜市立図書館全館の図書・雑誌資料 

目標 
蔵書数の確保のために寄贈受入や新たな購入方法を推進することで、横浜市の

情報拠点として市民が必要とする資料を提供できている。 

  

１ 新たな購入方法の推進 

     購入ルートを拡大し、新古書や絶版本の購入を推進します。 

    ２ 寄贈受入の推進 

     (1) 絶版本等の、購入では入手困難な資料の寄贈受入を推進します。 

     (2) 市民団体や民間企業が発行する地域資料の寄贈依頼を積極的に進めます。 

     (3) 寄贈募集のための広報活動を強化し、広く寄贈を募ります。 

 

(3) 地域情報の収集方法の検討 

実施課 調査資料課、サービス課、地域図書館 

対象 横浜市立図書館全館の地域資料4 

目標 

地域固有の資料収集を推進し、横浜市立図書館独自のコレクションを形成する

ことで、市民がより多くの地域情報を得ることができ、地域活動の活性化に貢

献できている。 

  

１ 地域情報の収集 

  (1) 地域図書館と中央図書館の連携により、区ごとに固有の資料の収集と保 

存をすすめます。 

(2) 横浜市が発行している行政資料をもれなく収集していくために、他部署と

の連携を深めます。また、紙媒体での発行が中止され、ホームページ上でのみ

公開されている行政情報の収集にも留意します。 

(3) 民間企業の関連情報を収集するための方法を確立します。 

(4) 地域の市民団体の関連情報を収集するための方法を確立します。 

    ２ 地域資料のコレクション形成  

     (1) 横浜固有の地域資料コレクションのテーマを検討します。 

(2) テーマに沿ったコレクション形成を行います。 

    ３ 地域資料のデジタル化 

     (1) 資料のデジタル化を進めます。 

     (2) 図書館ホームページ上での公開を推進します。 

                                                   
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。 

取組 

取組 
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     (3) 他機関との連携によって、電子図書館の活用と利用の推進を図ります。 

    ４ 地域図書館でのモデル事業 

      地域図書館から希望館を募り、各区の地域情報拠点化モデル事業を実施します。 

 

 (4) 電子書籍などの新しい情報媒体の検討 

実施課 調査資料課、企画運営課 

対象 
横浜市立図書館全館の光ディスク（CD、DVD 等）、データベース、独自に作

成したデジタル化資料などの電子媒体資料、電子書籍 

目標 
電子媒体資料や電子書籍の運用方法を検討し収集を推進することで、幅広い情

報媒体の選択肢の中から市民に情報提供できている。 

  

１ 電子書籍の検討 

    (1) 電子書籍の図書館導入について現状調査を行います。 

    (2) 図書館への導入と運用について検討します。 

    ２ CD、DVD 等の電子媒体資料の収集 

     印刷媒体資料では必要な情報を網羅できない分野の資料を収集します。 

     

(5) 資料管理の課題解決 

実施課 調査資料課、サービス課、地域図書館 

対象 横浜市立図書館全館の蔵書 

目標 
蔵書の保存環境の整備を進めることで、適切な蔵書保存ができており、スムー

ズに提供ができている。 

  

１ 資料管理の問題の整理 

  (1) 資料受入れから払出しまでの全行程の問題を把握し、対策を立てます。 

  (2) 資料のデジタル化により、効率的な保存方法を検討します。 

２ 規程等の見直し 

    (1) 資料管理に関わる規程等を見直します。  

    (2) 蔵書の長期的保存のための方針を定めます。 

    ３ 書庫環境の整備 

     (1) 中央図書館の書庫配置を再編成し、保存環境を改善します。  

     (2) 地域図書館も含めた、市立図書館全館での書庫スペースの有効利用を検討

します。  

     (3) 新たな保存施設の検討をします。 

 

 

取組 

取組 
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【スケジュール】 

取組名 平成 22年度 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

 

蔵書の分析と補強 

 

     

 

新たな収集方法の検討 

 

     

地域情報の収集方法の 

検討 

     

電子書籍などの新しい 

情報媒体の検討 

     

 

資料管理の課題解決 

 

     

 

６ 蔵書の評価方法 

(1) 年度計画 

平成 23 年度以降、毎年度はじめに、５つの取組事項ごとに１年間の実施計画と目標

を定めます。 

(2) 評価 

年度計画の評価を実施し、取組事項の進捗状況の確認をします。目標に達していない

項目については、計画をたてて重点的に取り組みます。 

最終年の平成 26 年度に、本計画の全体評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討・実施  検討・推進    推進     推進・評価  推進・評価 

                      次期計画検討 次期計画策定 

 

検討・実施   推進      推進      推進     推進・評価 

                             次期計画策定 

検討     検討・実施   推進      推進      推進・評価 

一部実施                         次期計画策定 

検討     検討・実施   推進      推進      推進・評価 

一部実施                         次期計画策定 

 

 検討     検討・実施   推進      推進     推進・評価 

                             次期計画策定 
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