
第 18 期 8 回町田市立図書館協議会次第 
 

 

■日 時：２０２０年１１月１９日（木） １４：００～１５：００ 

■場 所：町田市立中央図書館 ６階ホール 

 

■次 第：（括弧内は想定タイムテーブル） 

 

１．移動図書館について（14:00～14:25） 

 

 

 

 

２．図書館からの報告事項について（14:25～14:45） 

 

 

 

 

３．第３期町田市図書館評価について（14:45～15:00） 

 

 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

◆次回（第９回）開催：１２月２３日（水）１４：００～１６：００ 

中央図書館６階ホール 
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移動図書館サービスに関する取組項目への意見について 

 

第 5 回から第 7 回まで、「移動図書館の出張運行」「移動図書館を活用した体験学習」に関して 2021

年度から実施する短期的な取組についてご意見をいただきました。 

第 8 回の協議会からは、「移動図書館の運行や予約受け渡し場所の見直し」として、移動図書館の巡

回場所や予約受け渡し場所、図書館遠隔地に向けた新たなサービスなど中長期的な姿や具体的な取組に

ついてご意見をいただきたくお願いいたします。 

 

１ 今回の内容 

【本日の到達目標】 第 9回以降に議論を進めるための現状確認 

・町田市立図書館のサービス拠点の配置状況の確認 

・図書館に対する市民意識の確認 

・他自治体における図書館遠隔地サービスの現状確認 
 

 ⇒ これを踏まえ、町田市で取り組んだ方がよい図書館遠隔地サービスや、図書館サービスの拠点配置

の配分などについて、第 9回以降幅広くご意見をお願いいたします。 

 

２ 図書館サービス拠点の配置状況について 

 ⇒ 【資料①-2】地図・図書館サービス拠点の配置状況（2020年度）参照 

（１） 建物図書館 

① 中央図書館 

・大規模館 1館（5,968㎡） 

② 地域館 

・中規模館 4館（1,000～1,500㎡）さるびあ、鶴川駅前、忠生、金森 

・小規模館 3館（250～500㎡）鶴川、木曽山崎、堺 

（２） 予約受け渡し場所 

 インターネットなどで予約した資料の受取や資料の返却、リクエスト用紙の提出ができる施設 

  ・小山市民センター 

  ・南町田駅前連絡所（南町田リエゾン） 

  ・子どもセンター“ぱお”分館（ＷＡＡＡＯ わーお） 

 ・成瀬コミュニティーセンター 

（３） 移動図書館巡回場所 

 移動図書館巡回場所では、利用登録・更新、資料の貸出・返却、予約した資料の受取、リクエスト

用紙の提出、読書相談ができる 

  ・2020年度は、６０箇所（日本聾話学校を含む） 

（４）相互利用図書館 

 町田市近隣の自治体と、行政区域を越えて相互に図書館資料を利用できるように相互利用協定を

締結しています。現在までに相模原市、八王子市、府中市、調布市、日野市、多摩市、稲城市、川崎

市、大和市、横浜市の 10市と協定を締結しています。 
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  町田市との市境付近にある、他市の図書館等は以下のとおり（記号は地図と対照してください）。 

  Ａ：相模原市立図書館、Ｂ：相模大野図書館、Ｃ：橋本図書館 

  Ｄ：八王子市立南大沢図書館 

  Ｅ：多摩市立図書館本館、Ｆ：唐木田図書館、Ｇ：豊ヶ丘図書館 

  Ｈ：川崎市立麻生図書館柿生分館、ａ：川崎市自動車文庫運行場所「五カ田（五カ田中村公園内）」 

  ｂ：横浜市移動図書館ステーション「奈良北（奈良町第三公園）」、ｃ：「ならやま（奈良山公園）」 

 

３ 図書館に関する市民意識調査の状況 

 ⇒ 【資料①-3】町田市生涯学習に関する市民意識調査報告書（抜粋）参照 

 

４ 他自治体における図書館遠隔地サービスの現状 

 ⇒ 【資料①-4】他自治体における図書館遠隔地サービスの現状 参照 

（１） 24時間図書館開館 

（２） 学校図書館の開放 

（３） 移動図書館サービス 

（４） コンビニ等での予約資料受け取り 

（５） 予約資料受け取りロッカー 

（６） 高齢者・来館困難者向け無料宅配 

（７） 宅配便などでの有料配送 

（８） 電子書籍サービス 

 

５ サービス拠点の配置を考える上での視点 

（１）「町田市立図書館のめざす姿」の実現につながるか 

① あらゆる市民が利用しやすい図書館 

 世代や居住地、生活スタイルにかかわらず、あらゆる市民にとって身近で利用しやすい図書館

サービスを実現する。 

 地域の情報拠点として、魅力ある蔵書や資料を収集・提供していくとともに、市民一人ひとり

が必要な情報を容易に得られるよう、きめ細やかな支援を行う。 

② 子どもの読書活動を充実させる図書館 

 未来の町田をつくる子どもたちの読書習慣を育むため、学校や学校図書館等との連携を強化し、

子どもが魅力的な本とめぐりあえる環境を整備する。 

 読書活動を推進する団体・ボランティア等との連携・協力により、読書の魅力を感じることが

できる機会を充実する。 

③ 地域のコミュニティ形成を支援する図書館 

 地域で読書活動を推進する団体やボランティアの活動を支援することを通じ、本や読書活動を

きっかけとした人と人、人と団体とのつながりを築く。 

 地域コミュニティの形成支援を通じ、地域の課題解決、地域の発展に寄与する。 

④ 地域の課題や社会状況の変化に対応する図書館 

 その時々の社会状況や地域の課題に対応するよう運営やサービスの手法を絶えず見直す。 
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 外国人居住者の増加に対応した運営、電子書籍市場の拡大、教育現場でのＩＣＴ導入などの動

向を踏まえた新たなサービスを展開する。 

 

（２）町田市立図書館の取組で実現が可能かどうかの視点 

建物図書館の新規配置や廃止などは教育委員会の権限が関係するため図書館の決定だけで実現はで

きません。そのため、図書館の取組として実現可能かどうか、または、長期的な考え方なのかどうかと

いった視点からご意見をお願いいたします。 

また、建物図書館につきましては、図書館再編の対象となっている鶴川図書館とさるびあ図書館を除

き、現状を前提として検討をお願いします。鶴川図書館とさるびあ図書館につきましては、必要とされ

る図書館サービスを地域の方々との話し合いを通じて決定し新しい公共空間として構築します。 

 

（３）達成時期に関しての視点 

 達成時期については、中期的な視点と長期的な視点の両方からご意見いただきたいと考えております。

中期的な視点として、10 年後の 2030 年を想定してご意見をお願いします。また、長期的な視点として、 

2040 年代を見据えてご意見をお願いします。 

 中期的な視点と長期的な視点は、分けることが難しい面もありますので、議論の後半など必要な段階

で意見を整理します。 

 

６ 今後の議論の進め方について（予定） 

■第 18期（2019年 8月～2021年 7月） 

・ 10年後を見据えた図書館サービス拠点の姿について複数案作成する。 

・ 2040年以降の長期的な観点からの意見を整理する。  

 

■第 19期（2021年 8月～2023年 7月） 

【2021年度】 

・ 2020年度の意見から、図書館が取組案を作成する。 

・ 図書館が作成した「移動図書館の運行や予約受け渡し場所の見直し」に関する取組案について

意見をいただく。 

 【2022年度】 

・ 図書館協議会からいただいた意見を踏まえて「移動図書館の運行や予約受け渡し場所の見直し」

に関する取組を実施。 

 

■第 20期（2023年 8月～2025年 7月） 

【2023年度】 

・ 2022年度の取組結果の振り返りとそれに対して意見をいただく。 

・ 2024年度からの（仮称）次期生涯学習推進計画に反映させるため意見を整理する。 

 

■（仮称）次期生涯学習推進計画に図書館の取組を反映 
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図書館サービス拠点の配置状況（2020年度） 水色○：町田市立図書館 赤☆：予約資料受渡し場所

移動図書館巡回場所　黒○数字
1 ヴィラ町田 相原町４３９１－７
2 武蔵岡住宅 相原町３１９０　１０号棟前
3 ゆくのき学園前 相原町３７６５－３
終 相原中央公園 相原町２０１８　管理棟前駐車場
5 小山ヶ丘こもれび公園 小山ヶ丘６－１　リーフィア小山ヶ丘

6 小山ヶ丘小学校前 小山ヶ丘５－３７
7 小山観音谷戸 小山町３５３４　小山観音谷戸緑地脇

8 小山白山公園 小山ヶ丘５－４　小山白山公園入口

9 小山中央小学校前 小山ヶ丘３－７－１
終 小山市民センター横 小山町２５０７－１　小山市民センター駐車場

11 小山小学校前 小山町９４４
12 小山ヶ丘一丁目 小山ヶ丘一丁目　尾根緑道入口
13 馬場児童公園前 小山町２１０
14 常盤団地 常盤町３０２０　小山忠利駐車場入口

終 谷戸クラブ 上小山田町１６１０　小山田バス停　正山寺入口

16 上小山田町はなみずき公園 小山田町３０２５－３２
終 小山田会館 下小山田町２６００－１　山の端バス停前

18 小山田桜台 小山田桜台１－２０　集会所前
19 マイライフ尾根道 常盤町３５４７－２ 移動図書館巡回場所（続き）
20 矢部八幡 矢部町２６６６　箭幹八幡宮境内 51 成瀬台公園 成瀬台３－７
21 都営八幡平 下小山田町３５６７－１ 52 成瀬熊ヶ谷戸公園 成瀬台２－３３－１
22 イリーゼ町田図師の丘 図師町１８９６－１ 53 総合体育館駐車場入口 南成瀬５－１２
終 小野路公会堂 小野路町９４７ 54 天神原公園 南成瀬６－６－１
24 鶴川さくら病院前 小野路町１６３２　町田さくらんぼ 55 南つくし野なかむら公園 南つくし野４－１２－１９
25 町田荘 図師町２９８７ 56 つくし野セントラルパーク つくし野３－１９
26 福音会 野津田町１９３２ 57 南つくし野やなぎ公園 南つくし野３－１４
27 山崎第二スポーツ広場 山崎町５６６－１ 58 セルシオヒルズすずかけ台 小川６－２５
28 シーアイハイツ町田 山崎町１３５６　集会棟前 59 南町田ハイタウン 南町田３－２
29 薬師ヶ丘住宅 野津田町３２４１－３　自治会集会所 60 西田橋公園 金森５－１５
30 薬師台青空公園 薬師台２－１３－３ 61 鶴間橋児童公園 南町田４－７
31 山王塚公園 薬師台３－３－２０　山王ガーデンシティ側 62 鶴間ガーデンセシア 南町田５－１４　ガーデンセシア壱番館前

32 金井関山公園 金井３－１２－１ 63 鶴間公園 鶴間３－１－１
33 金井森の丘公園 金井６－１２５５－１３３ 64 鶴間風の子公園 鶴間４－８
34 金井中央ふれあい公園 金井５－５ 65 鶴間三角公園 鶴間６－１０
35 ゆうき山公園 金井町２８８２－２ ろ 日本聾（ろう）話学校 野津田町並木１９４２
36 藤の台住宅管理組合前 本町田３１３３－５　藤の台団地２－５３

37 市立博物館前 本町田３５６２
終 ひなた村 本町田２８６３　ひなた池前
39 玉川学園やすらぎ公園 玉川学園４－３５８３－１３ 市境付近にある、他市の図書館（緑　　）、BM（車マーク 町田市市民ｾﾝﾀｰ・連絡所・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
40 本町田住宅貝がら公園 本町田２９ Ａ 相模原市立図書館 （予約図書受渡し場所以外）白○数字
41 都営町田中里橋アパート 木曽西１－３３　アパート内公園 Ｂ 相模大野図書館 ① 鶴川市民センター
42 境川住宅管理事務所前 木曽東２－１０　境川団地１６号棟前 Ｃ 橋本図書館 ② 南市民センター
43 木曽森野防災市民いこいの広場 森野４－８ Ｄ 八王子市立南大沢図書館 ③ なるせ駅前市民センター
44 鶴川台丘の里公園 真光寺１－１３－１ Ｅ 多摩市立図書館本館 ④ 町田駅前連絡所
45 鶴川台緑の里公園 真光寺２－２６－１ Ｆ 唐木田図書館 ⑤ 木曽山崎連絡所
46 三輪第一住宅バス停前 三輪町３２ Ｇ 豊ヶ丘図書館 ⑥ 鶴川駅前連絡所
47 四ツ木橋児童公園 三輪町３９８ Ｈ 川崎市立麻生図書館柿生分館 ⑦ 玉川学園駅前連絡所（工事中）
48 三輪沢谷戸かえで公園 三輪緑山１－３５ ａ 川崎市自動車文庫運行場所 五カ田（五カ田中村公園内） ⑧ つくし野コミュニティセンター
49 三輪中央公園 三輪緑山３－２１ ｂ 横浜市移動図書館ｽﾃｰｼｮﾝ 奈良北（奈良町第三公園） ⑨ 木曽森野コミュニティセンター
50 東玉川学園１丁目児童公園 東玉川学園１－３３８５－３ ｃ 横浜市移動図書館ｽﾃｰｼｮﾝ ならやま（奈良山公園） ⑩ 三輪コミュニティセンター
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■町田市生涯学習に関する市民意識調査報告書（抜粋） 

図書館を知っている層

（利用した+知っている

が利用していない）は

約９１％ 
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本を読む市民の割合は、

約６８％ 

情報の調べ方は、インターネ

ット検索が６２．８％。 

その他の方法は、１割未満。 
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図書館サービスを利用してい

ない市民の割合は、５１．３％。 

図書館サービスを利用してい

ない主な要因は、時間的なこと

とデジタル化の進展。 
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図書館に期待することは、図書

の充実が、５９．５％。 

図書館の取組に関わる回答は、身近な

場所での予約資料の受け取りや、サー

ビスの質に関する回答。 
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資料１－④

2020年11月19日
図書館協議会資料



図書館面積378㎡のうち、23㎡が「夜間図書館」部分（「２４時間図書館」とも）。
川上村はレタスの一大産地。その農作業サイクルを優先し、夜間にも貸出ができるような図書館を開館（1995～）。

他とシャッターで仕切れる夜間図書館コーナーは、夜間専用入口で利用カードをかざさないと入退館できない。
貸出はＩＣタグ利用の自動貸出機による。休館日あり。

１ ２４時間図書館開館

長野県川上村文化センター図書館

図書館概観

夜間図書館入口と
セキュリティゲート

（内田洋行導入事例サイト
Hhtps://www.uchida.co.jp/ulius/case/case-details.html より）

夜間図書館概観

※図書館概観写真２枚は
公式サイトより

コーナーの蔵書は

新書・文庫で数千冊
＋ビデオテープ等

図書館全蔵書数は約80,000冊

（専門的な農業書も充実してい
るとのこと

1



小学校９校、中学校１校（中原、高津、宮前、多摩、麻生の５区で２校ずつ。川崎、幸区はなし）

川崎市の学校図書館開放では、学校図書館内に
大人向けの本も用意している点が特徴。

館内の机も利用可能、開放用以外の図書は貸出不可、
リクエスト制度などは無し。
（ただし、現在はコロナウイルス感染拡大防止のため、
机の利用不可、開放用以外の図書の閲覧不可等に
なっている学校が多い）
学校により開放日が、毎週日曜日、隔週の土曜日等と
異なる。時間は２～４時間。

土日の開放時間中の問合せ先は、各区にある
川崎市立図書館が担当している。

所沢市立松井小学校図書館では、市内の児童・生徒に
開放するほか、市立図書館予約本の受け取りや返却を
行なっている。

２ 学校図書館の開放

① 川崎市 学校図書館の市民利用

川崎市立井田小学校（中原区）のサイトより

② 所沢市

2



2018年7月に移動図書館サービスをリニューアル。
2000冊搭載の１台体制から、3000冊搭載の大型車と
500冊搭載の小型車の2台体制に。

大型と小型の棲み分けは、駐車場のスペースによる。
搭載図書の入替えは、巡回先に合わせて頻繁に
行なっているとのこと。

３ 移動図書館サービス

① 明石市立図書館

広報あかし
2018年
7月1日号より

3



withコロナの中で市民に安心な場所・サービ

スを提供するには、従来利用されてこなかっ
た屋外公共空間の活用が必要であるとして、
移動図書館を中心とした社会実験を実施中。

印旛沼の水辺や、建て替え・地域活性化複合
施設を計画している佐倉図書館の予定地で、
絵本読み聞かせ、ブックリサイクル、複合施
設に含まれるカフェをイメージしたキッチン
カーの出店、ワークショップ等を開催している。

３ 移動図書館サービス

② 佐倉市立図書館 社会実験『公共空間×移動図書館×豊かな日常』

・地図はGoogleマップより
・予定地の図と、次ページの
ちらしデータは佐倉市立図書館
公式サイトより4
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３ 移動図書館サービス

人口 面積 東西 南北 図書
館

分館
分室

返却、予約図書受渡し
拠点

移動図書館車と
巡回場所数

その他
2020.4.1現在 ㎢ km km

明石市
(兵庫県)

303,587 49.42 15.6 9.4 2 0
（返却のみ）複合交流拠点、
高齢者ふれあいの里、書
店、スーパー等14ヶ所

２台77ヶ所
（巡回は月１回）

電子図書館サービスあり
（図書館利用券に加えて
電子利用申込みが必要）

佐倉市
(千葉県)

174,695 103.69 15.9 15.7 3 3
公民館図書室 2
男女平等参画ｾﾝﾀｰ 1

１台（月２回）
一般10ヶ所
小学校2ヶ所

さくらブックお届け便
（有料サービス690円～）

町田市
(東京都)

428,851 71.55 22.3 13.2 8
文学館

1

市民センター 1
連絡所 1
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 1
子どもセンター分館 1

３台
59ヶ所（隔週）
特別支援学校１ヶ所
（月１回）

①明石市・②佐倉市 ＋ 町田市の参考比較
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市内の所定のコンビニ７店と公民館分館１館で、予約した本の受け取りと、その返却が可能。

（予約本以外の返却不可。24時間対応できないコンビニもあり）。
専用袋で配送。貸出冊数枠に空きがないと配送不可。毎日配送あり。無料。

４ コンビニ等での予約資料受け取り

① 所沢市立所沢図書館 図書等取次サービス

② 寝屋川市立図書館 配送サービス

予約資料の受け取り、返却が市内２７か所の郵便局、

４か所のシティ・ステーション（支所）で可能に（2020年10月～）。

図書館利用券とは別に、配送受け取り専用の利用カードが必要。

専用袋で、借りた本を揃えて一括返却。

返却しないと次の利用はできない。配送は週１回。無料。

所沢市立
所沢図書館
公式サイトより
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高槻市は、誰もが気軽に読書を楽しみ、生涯にわたって活字に触
れる環境づくりの一環として、市内全域を図書館として機能させる
「まちごと図書館」事業を実施している。

１ ．予約図書の受取り・返却
（駅前の予約図書受け取りコーナー等）
２．公民館等に図書館の図書を配架
（予約図書の受取り・返却も可）
３．図書館司書が上記公民館等を訪問する「出張図書館」
（読書相談等を受ける。不定期）

４ コンビニ等での予約資料受け取り

③ 高槻市 「まちごと図書館」

高槻市立図書館公式サイトより

駅前図書コーナーの予約図書取り置き棚の様子
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４ コンビニ等での予約資料受け取り

人口 面積 東西 南北 図書
館

分館
分室

他の予約図書受渡し拠点 市民センター・支所
公民館・
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ2020.4.1現在 ㎢ km km

所沢市
(埼玉県)

344,193 72.11 15.1 8.9 1 7
小学校図書館 1
コンビニ 7(市内139店のうち)
公民館分館 1

まちづくりセンター 11
ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ 3

（まちづくりセンター
に公民館機能含む）

寝屋川市
(大阪府)

231,189 24.7 6.89 7.22 3
※

4 ｼﾃｨ･ｽﾃｰｼｮﾝ（支所） 4 ｼﾃｨ･ｽﾃｰｼｮﾝ 4(4) 中央公民館 1

高槻市
(大阪府)

351,019 105.29 10.4 22.7 5 1
駅前図書ｺｰﾅｰ 1
駅前自動図書貸出返却ｺｰﾅｰ 1
子ども読書支援ｾﾝﾀｰ 1

支所 3(1) 公民館 6(6)

町田市
(東京都)

428,851 71.55 22.3 13.2 8
文学館

1
予約受渡し拠点 4

市民センター 6(1)
連絡所 5(1)

中央公民館 1
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 5(1)

※中央図書館の入っているビルが平成３０年の地震で機能停止・閉館中のため、
臨時図書室でサービス中

↑ （ ）内の数字は、予約図書受渡しを
担当している拠点の数

①所沢市・②寝屋川市・③高槻市 ＋ 町田市の参考比較

9



○稲城市立中央図書館では、開館時間中の来館が難しい方のため、閉館時間に予約図書・雑誌等を受け取れる
ロッカーを設置している。
・20時から翌9時まで
・電話にて申込み（ロッカー番号と暗証番号の連絡も電話で通知）

５ 予約資料受け取りロッカー

稲城市立図書館

写真：が～らくらブログ「稲城市立中央図書館」紹介ページより
https://www.gala-series.com/galaclub/blog/information/3867/

○分館（第一・第二・第三・第四図書館）では、閉館後の午後5時以降に、図書館が入っている各文化センターで、
予約しておいた図書等を受け取ることができる。
・火曜日から土曜日（祝日は除く）の午後5時から9時まで10



図書館の利用が困難な方（町田市に在住で、
肢体不自由や高齢等で来館が困難、かつ
代理の来館者がいらっしゃらない方）への
無料宅配。
障がい者サービス登録は、電話でも可。

２週間に１度（日時固定）、ボランティアが配達、
返却本の回収を行う。

６ 高齢・来館困難者向け無料宅配

① 町田市立図書館

宅配利用者住所 利用人数

金井町 ２

小野路町 ２

旭町 ２

小山ヶ丘 ２

木曽東 ２

南大谷 ２

能ヶ谷町 １

忠生 １

山崎 １

玉川学園 １

成瀬 １

2020年度後期途中の状況

障がい者サービス
利用案内より11



宝塚市に住所があり、図書館への来館が困難な方で、
１．満１歳未満の乳児を養育する方
２．要介護３以上の人を在宅介護する方

サポート申込み手続きは郵送でも可。
ネットなどから予約された本を月１回、ゆうパック、ゆうメール、職員、ボランティアのいずれかの手段で配達。
返却も、図書館着払いで受け付けている。

６ 高齢・来館困難者向け無料宅配

② 宝塚市立図書館「育児・介護サポートサービス」

職員またはボランティアが配達 ・・・・・

返却の配送料のみ利用者負担 ・・・・

貸出・返却とも利用者負担 ・・・・・・・・

③ その他の事例

小平市立図書館、毎月第２木曜日限定

鳥取県日南町立図書館

北海道恵庭市立図書館、片道300円（高齢者以外も利用可。同額）
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海老名市立中央図書館では、宅配返却・自宅配送サービスを実施。

宅配返却は専用の送り状と袋を中央図書館で受け取る必要あり。
全国一律500円。

自宅配送はホームページ等から申込み可。片道500円、往復1,225円。
ヤマト運輸限定。

7 宅配便などでの有料配送

① 海老名市立図書館

海老名市立図書館公式サイトより

横浜市の山内図書館では、有料宅配サービスを実施（2010年10月～）。
青葉区の山内図書館、青葉区内地区センター等を開館中に利用できない方や遠距離の方に
本をもっと活用していただくためとして、山内図書館指定管理者有隣堂グループが試行で開始した。
最初は来館して、「有料宅配サービス申込書」を提出する必要あり。

図書館からの発送は350円～。利用者からの返却は郵送か宅配便で。

② 横浜市立図書館
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公立では東京都立図書館や神奈川県立図書館、八王子市立図書館のデジタルアーカイブ、文京区立図書館の
「文の京デジタル文庫」など。

図書館での電子書籍サービスとして、郷土の貴重な文献、地域資料などを電子化・保存し、公開するサービスと、
電子で出版された市販書籍の貸出サービスの、２種類を紹介する。

８ 電子書籍サービス

① 電子資料の公開サービス
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電子出版書籍の図書館貸出の一般的な流れ（イメージ図）

８ 電子書籍サービス

② 電子出版書籍の図書館貸出サービス

貸出

イメージ

電子書籍貸出サービス

ログインして「貸出」を
押すと専用のビュー
ワーが開く。

２週間なりの貸出期間
中はパソコン上などで
読むことができる。

他の利用者が電子書
籍貸出中は、予約して
順番待ちとなる。

返却は、マイページの
貸出一覧で「返却」を押
すか、期間終了後に自
動的に返却扱いとなり、
手間いらず。
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資料②-1 

 

 

 

図書館からの報告事項 
 

 

１．再開館後の状況 

10月 1日～10月 31日の個人貸出点数など 

 今年度（開館 26日） 前年度（開館 27日） 対前年比 

貸出点数 ２４２，０３４点 ２５５，６２５点 ９４．７％ 

貸出利用者数 ８４，２７８人 ８８，９８９人 ９４．７％ 

予約受付点数 ５５，６１９点 ５０，５５１点 １１０．０％ 

新規登録者数 ６２３人 ６２０人 １００．５％ 

来館者数 １５２，９０２人 １６７，５３９人 ９１．３％ 

 

 

 

２．町田市教育委員会等の動向 

・教育委員会第 8回定例会（11月 6日）  

＜報告事項＞ 

 ①町田市立図書館と横浜市立図書館との相互利用協定の締結について 

 ②「これからの図書館スタート事業」中央図書館開館３０周年記念イベントについて 

  ☞資料②-2 

 

 

 

３．「効率的・効果的な図書館サービスのアクションプラン」に基づく取組状況など 

（１）「これからの図書館スタート事業」（再掲☞資料②-2） 

①中央図書館開館３０周年企画展示 

 11月 13日～12月 9日 中央図書館 4階特集コーナー 

 11月 17日～11月 29日 中央図書館エスカレーター横展示スペース 

②11月 22日（日）講演会「英語多読で楽しく遊ぼう！」 

③11月 29日（日）講演会「夢のかなえかた ～作家って、どんな仕事？～」 

  

（２）移動図書館の出張運行 

   11月 14日（土） 芹ヶ谷公園実証実験「Future Park Lab」への参加 

   ☞資料②-3 

 

（３）鶴川駅前図書館への指定管理者制度導入の準備状況について 

   ☞資料②-4 



 
報告事項－２ 

 （図書館） 

「これからの図書館スタート事業」 

中央図書館開館 30周年記念イベントについて 

 

 中央図書館では、開館 30周年記念として以下のイベントを行います。 

 このイベントは、2020年 2月に定めた「効率的・効果的な図書館サービスの

アクションプラン」による「新たな利用者層の創出につながる事業」の一環とし

て実施します。 

 

１ 中央図書館 30周年企画展示 

 ①4階特集コーナー展示 

 期間：11月 13日（金）～12月 9日（水） 

 場所：中央図書館 4階特集コーナー 

 内容：「30」にちなんだ本や資料の展示、貸出を行います。 

 ②展示コーナーでの 30周年記念展示 

 期間：11月 17日（火）～11月 29日（日） 

 場所：中央図書館 4・5階エスカレーター横の展示スペース 

 内容：30年のあゆみや、まちだ図書館まつり実行委員会有志による展示 

 

２ 講演会「英語多読で楽しく学ぼう！」 

 日時：11月 22日（日） 14時～16時 

 場所：中央図書館 6階ホール 

 講師：ＮＰＯ多言語多読理事 酒井 邦秀 氏 

 対象：英語多読に興味のある方ならどなたでも 定員 50名 

 内容：「英語多読」とは何か、ということを多くの方に知ってもらえるよう、

英語多読についての講演を行い、Oxford Reading Tree（ＯＲＴ）を 

実際に読んでもらいます。また、関連本の貸出も行います。 

 

３ 講演会「夢のかなえかた～作家って、どんな仕事？～」 

 日時：11月 29日（日） 14時～16時 

 場所：中央図書館 6階ホール 

 講師：児童文学作家 工藤 純子 氏 

 対象：町田市在住・在学および相互利用市在住の小学 1年生から 18歳までの

児童・生徒および保護者 定員 50名 

 内容：将来の夢を持った小学生たちの作品（「恋する和パティシエール」、「ミ

ラクル・キッチン」等）をつくるきっかけから、ご自身が作家という夢

を叶えられたエピソードについての講演とサイン会を行います。 

 

４ 広報 

ポスター・チラシ、『広報まちだ』１１月１日号、 

町田市立図書館公式ホームページ、Twitter 
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芹ヶ谷公園近隣にお住まいの皆様へ

芹ヶ谷公園では、「パークミュージアム」という新たなコンセプトをかかげ、町田の多様な文化芸術の活動や公園の
豊かな自然を体験しながら、学び楽しむことができる新しい体験型の公園を目指しています。
この度、11/14（土）～11/15（日）にかけて、芹ヶ谷公園の将来の姿を想像（創造）する公園活用実証実験

【Future Park Lab（フューチャーパークラボ）】
を開催します。コロナ禍において、多くの人を集めるイベントの開催は難しい状況ですが、「パークミュージアム」の
将来の風景を、公園の中に自然な形として想像（創造）してみる特別な２日間にしたいと考えています。
お時間ございましたら、ぜひお立ち寄りください。

芹ヶ谷公園の将来の姿を想像（創造）する実証実験

Future Park Lab（フューチャー パーク ラボ）

を開催します！

“ ”という市民の方々、多様な方々とともに、実際に実験的な取組みを
行っていく市民参加型のプラットフォーム「Made in Serigaya（メイドイン芹ヶ谷）」
を展開中です！

【Future Park Lab実施概要】

実施日：2020年11月14日（土）10～18時
11月15日（日）10～18時

実施場所：芹ヶ谷公園

主催：町田市、（株）オンデザインパートナーズ、（株）YADOKARI
問い合わせ先：町田市政策経営部企画政策課 ℡724-2103
★プログラム詳細は裏面をご覧ください

★これまでの活動紹介★

「ファイヤー
ミーティング」

「まだ見たことの

ない光・幻想公園」

2020

1/26

「小さな
公園
活用実験」

2020

8/2

芹ヶ谷公園の情報は
こちらから↓

パークミュージアムの実現に向けて、これからも色々な取組みを進めていきます！

町田市ＨＰ
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資料②-3（別紙）

芹ヶ谷公園の将来の姿を想像（創造）する公園活用実証実験
【Future Park Lab（フューチャーパークラボ）】への移動図書館参加報告

日　時 11/14（土）13:30～15:00　大池近く芝生広場

内　容 移動図書館車の図書の閲覧、貸出（返却は後日、建物の図書館へ）
そよかぜ号ぬりえ、ペーパークラフト
ミニおはなし会（約15分、2回実施）

来場者数 200人ぐらい（ミニおはなし会には、各回約10組）



■指定管理者に求める鶴川駅前図書館管理運営の考え方（イメージ図）

町田市立図書館の運営理念

１ 地域の構成員として地域との連携に力をいれる

市内１０地区で設置されている地区協議会の中で、鶴川

地区協議会は構成団体が最多の地区協議会です。さらに、

サッカーのホームタウンチームの拠点や自然豊かな里山も

ある、豊かな地域資源を有する地域です。

地域構成員として、地域課題の解決や地域資源のＰＲな

ど活発な活動をしている地域との連携に力を入れます。

２ 立地特性を活かした図書館サービスを展開する
複合施設にあることや、鶴川駅前に立地している事を活

かして、利便性の向上や図書館サービス利用者を増やす取

組を進めます。

３ 町田市立図書館を構成する１つの館でありつつ、

民間事業者ならではの図書館サービスを積極的に実施

する

町田市では、中央図書館を中心に各地域にある図書館が

一体となって町田市立図書館を運営しています。その上で、

民間事業者ならではの経験やノウハウを活かした図書館

サービスを積極的に実施します。

１ 鶴川地域や学校、大学と連携した取組

・鶴川地区協議会と連携した特集や特殊詐欺防止

啓発活動、ハロウィンイベントなどの実施

・和光大学との共同による子ども虐待防止に向けた特集

・私立鶴川図書館やＦＣ町田ゼルビアコーナーの

設置。鶴川地域の観光スポットの魅力発信

など

２ 複合施設内の図書館ならではの取組

・複合施設内で実施している地域団体のイベントと連携

した特集を実施

・複合施設全体でのイベントと連動したイベントの企画

など

３ 鶴川駅前という立地を活かした取組

・通勤通学利用者を想定した、開館時間の延長

・多様な図書館利用に向けた、予約図書受取サービスの

運用

・人が集まる駅前を意識した蔵書構成

など

１ あらゆる市民が利用しやすい図書館

２ 子どもの読書活動を充実させる図書館

３ 地域のコミュニティ形成を支援する図書館

４ 地域の課題や社会状況の変化に対応する図書館

１ 図書館は、市民の知る自由を保障し、学ぶ機会を提供します ２ 図書館は、人々が出会う場を提供し、地域の発展を支援します

３ 図書館は、市民文化の創造・発展に貢献します ４ 図書館は、市民と共に考え、市民と共に歩みます

５ 図書館は、職員の専門的能力と資質の向上に努めます

町田市立図書館のめざす姿

サービスの基本的な方向性鶴川駅前図書館における特徴的な取組
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