
第１回有識者会議からの修正点 資料４－１

ページ 項目名 修正要因

（旧）…数々の課題を抱えている。
こうした現状を受け、教育委員会で
は新たな県立中央図書館の構想、機
能等の在り方について検討を行い、
平成29年度県議会９月定例会の知事
答弁において、東静岡駅南口県有地
「文化力の拠点」施設に全館を移転
整備する方針が表明された。そこ
で、教育委員会では、平成30年3月に
…

（新）…数々の課題を抱えている。
一方、東静岡駅南口県有地に県が計
画する「文化力の拠点」基本構想に
おいて、図書室機能が当初から想定
されていたが、こうした現状を受
け、県立中央図書館の機能を「文化
力の拠点」施設と現有施設とで機能
分担してまかなう案が浮上した。こ
れを受けて教育委員会では、機能分
担を前提に新たな県立中央図書館の
構想、機能等の在り方について平成
28年度に有識者会議を設置して検討
を行った。平成29年度、現図書館の
床にひび割れが確認されたことが契
機となり、県議会９月定例会におい
て、知事から東静岡駅南口県有地
「文化力の拠点」施設に全館を移転
整備する方針が表明された。そこ
で、教育委員会では再度、有識者会
議を設置し、前年度に検討していた
内容をベースに全館移転方針に合わ
せて内容の再検討を行った。また、
県内３会場で一般県民が参加する意
見交換会、県内図書館へのアンケー
ト実施及び聞き取り等で出た意見を
参考に、平成30年3月に…

p3など

1-3 新県立中央図書
館における主な事業
の新設及び拡大　な
ど

その他

（旧）資料収集計画 （新）資料整備計画

（旧）
2-1 閲覧及び配架
2-2 貸出及び返却
2-3 リクエストサービス
2-4 情報サービス
2-4-1 レファレンスサービス
2-4-2 課題解決型サービス
2-5 対象別サービス
…

（新）
2-1 資料提供サービス
2-1-1 閲覧及び配架
2-1-2 貸出及び返却
2-1-3 リクエストサービス
2-2 情報提供サービス
2-2-1 レファレンスサービス
2-2-2 課題解決型サービス
2-3 対象別サービス
…

（旧）…資料へのアクセスを確保
し、もって県民の「知る権利」を保
障…

（新）…資料へのアクセスを確保
し、もって「表現の自由」の前提と
なる、県民の「知る権利」を保障…

主な修正点

平成28年度からの有識者会議の動きを追記

「文化力の拠点」について最新の情報に更新・修正

各項目名と表記を揃えるため修正

「資料提供サービス」「情報提供サービス」項目の新設（項目新設のみ）

県民の「知る権利」に関して追記

（なし） はじめに
有識者会

議

p3
1-3 新県立中央図書
館における主な事業
の新設及び拡大

パブコメ

p4,5 2 サービス計画
有識者会

議

p5
2-1-3 リクエスト
（予約・購入・借
受）サービス

その他
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第１回有識者会議からの修正点 資料４－１

ページ 項目名 修正要因主な修正点

（旧）【なし】

（新）＜課題解決型サービスの例＞
 多文化共生情報サービス
 災害対策及び復興支援情報サービ

ス　　など

（旧）【なし】
（新）病院及び病院図書室、大学等
学術機関と連携した高度な情報の提
供

（旧）【なし】
（新）議会図書室との連携及び協力
貸出やレファレンス受付などの支援

（旧）…上記４つ以外にも、県民の
日常に寄り添った…

（新）…上記４つ以外にも、県民の
ニーズを把握し、日常に寄り添った
…

（旧）…それぞれの特性に沿った業
務を行うとともに業務を行い、全て
の県民が等しく図書館を…

（新）…それぞれの特性に沿った業
務を行うとともに業務を行うととも
に、市町立図書館では提供が難しい
事業を重点的に行い、全ての県民が
等しく図書館を…

（旧）…高齢者の読書環境に併せた
サービスの提供

（新）…高齢者の読書環境に併せた
サービス・空間の提供

（旧）【なし】

（新）さらに、留学生向けサービス
と同様に、静岡県とゆかりのある国
や地域を紹介する展示やイベントを
行い、県民の国際理解・国際交流の
促進を図る。

（旧）【なし】
（新）2-8 ウェブサイトによるサー
ビス

（旧）
児童

（新）
学校に通う子ども　等

（旧）…このような資料と公文書、
両者にアクセスできる…

（新）…このように資料と公文書、
両者にアクセスできる…

（旧）ＭＬＡ（Museum：美術館、
Library：図書館、Archives：文書
館）

（新）ＭＬＡ（Museum：博物館・美
術館、Library：図書館、Archives：
文書館）

課題解決型サービスの事例について、4つのサービス事例以外の例を追記

病院及び病院図書室との連携を追記

議会図書室との連携・支援を追記

課題解決型サービスには県民のニーズを反映する旨を追記

図書館サービスにおける市町図書館との違いを追記

高齢者に適した空間の提供を追記

県民への外国・外国人紹介について追記

ウェブサイトによる遠隔地サービス、広報等について記載した項目の追加

「児童」「学生」「生徒」の用語及び関連語を修正・追記

指示語の修正

ＭＬＡのMuseumに博物館を追記

p6,8
2-2-2 課題解決型
サービス

有識者会
議

p7
2-2-2-3 健康・医療
情報サービス

パブコメ

p8
2-2-2-4 議会・行政
支援サービス

パブコメ

p8
2-2-2 課題解決型
サービス

パブコメ

p8 2-3 対象別サービス
有識者会

議

p11
2-3-5 高齢者向け
サービス

パブコメ

p12
2-3-7 外国人等向け
サービス

有識者会
議

p16
2-8 ウェブサイトに
よるサービス

有識者会
議

p17,21な
ど

2-9 図書館リテラ
シーの育成、3-3-2 
学校図書館関係職員
向け研修　など

パブコメ

p17
2-11 歴史的公文書へ
のアクセス

パブコメ

p18
2-13 関係機関との連
携

その他
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第１回有識者会議からの修正点 資料４－１

ページ 項目名 修正要因主な修正点

（旧）…静岡文化に関する総合的な
情報発信できる仕組みを整える。

（新）…静岡文化に関する総合的な
情報発信できる仕組みを整える。ま
たＭＬＡ以外に、大学含む学術機関
機関とも連携を行い、図書館単体で
は実施が難しい高度な学術情報の提
供にも努める。

（旧）
3-6 関連図書館等とのネットワーク
整備
3-6-1 学校図書館とのネットワーク
整備
3-6-2 大学・専門図書館等とのネッ
トワーク整備
3-6-3 県外の図書館等とのネット
ワーク整備

（新）
3-6 関連図書館等との連携
3-6-1 学校図書館への支援
3-6-2 大学・専門図書館等との連
携・協力
3-6-3 県外の図書館等との連携・協
力

（旧）
3-7 図書館未設置自治体支援・運営
相談・情報交換

（新）
3-7 運営支援
3-7-1 図書館未設置自治体支援
3-7-2 運営相談・情報交換

（旧）先進的サービスのモデル

…先進的なサービスについて、状況
調査・情報収集・県内図書館への情
報提供を行う。…

（新）先進的サービスの調査研究及
びモデル事業の実施

…先進的なサービスについて、県内
図書館の要望・要請を汲み取りなが
ら、状況調査・情報収集を行うとと
もに、これらの研究成果を取りまと
め県内図書館へ情報提供する。…

（旧）
4-2-9 高齢者向け資料
4-2-10 障害のある人等向け資料

（新）
4-2-9 高齢者が利用しやすい資料
4-2-10 障害のある人等が利用しやす
い資料

（旧）…オープンデータ化等を進め
る。なお、映像資料は、…

（新）…オープンデータ化等を進め
るほか、県内図書館で所蔵できなく
なった資料のうち、県立図書館とし
て保存の必要性を認めた資料につい
ては、将来にわたる知識へのアクセ
スを考慮し、可能な範囲での受入を
検討する。なお、映像資料は、…

（旧）… 読書関係団体等の調査・支
援

（新）… 読書関係団体等の調査・支
援・連携

（旧）【なし】
（新）
5-5 学校図書館との連携

p33-36
6 「文化力の拠点」
として実現する機能

その他

学術機関との連携について追記

項目名の「ネットワーク」を「支援」「連携・協力」に変更

項目を「未設置町支援」と「運営相談・情報交換」に分割
分割に伴う記載の修正

市町立図書館の要望を汲み取る旨を追記し、項目名も修正

項目名の修正

市町立図書館資料の受け入れについて追記

読書団体との連携を追記

学校図書館との連携に関する項目の追加

「文化力の拠点」について最新の情報に更新・修正

p18
2-13 関係機関との連
携

パブコメ

p24
3-6 関連図書館等と
の連携

有識者会
議

p25 3-7 運営支援
有識者会

議

p25
3-9 先進的サービス
の調査研究及びモデ
ル事業の実施

有識者会
議

p26,29

4-2 資料収集計画、
4-2-9 高齢者が利用
しやすい資料、4-2-
10 障害のある人等が
利用しやすい資料

パブコメ

p29 4-3 資料保存方針 パブコメ

p31
5-1 読書活動の調
査・研究・支援　

パブコメ

p32
5-5 学校図書館との
連携

有識者会
議
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第１回有識者会議からの修正点 資料４－１

ページ 項目名 修正要因主な修正点

p35など

6-1-2 オープンコラ
ボレーションスペー
ス、多目的ホール・
セミナールーム など

その他

（旧）
石川県の図書収容能力：200万
石川県の閉架収容能力：170万

（新）
石川県の図書収容能力：230万冊
石川県の閉架収容能力を200万冊

（旧）…まさに多数の知に触れられ
る環境を提供する。また利用者の安
全性を考慮して固定書架の採用を原
則とするほか、書庫を一時的に開放
するバックヤードツアーを実施する
など、公開書庫利用申請者以外でも
利用者が立ち入る機会を多く設け
る。

（新）…まさに多数の知に触れられ
る環境を提供する。なお、資料整
理・保存の観点から、公開書庫利用
者には事前のレクチャーを行うとと
もに、書庫入室や資料利用・返却等
について一定のルールを整備する。
また利用者の安全性を考慮して固定
書架の採用を原則とするほか、書庫
を一時的に開放するバックヤードツ
アーを実施するなど、公開書庫利用
申請者以外でも利用者が立ち入る機
会を多く設ける。おって、利用者か
ら公開書庫資料の閲覧依頼があった
際には出納でも対応するなど、利用
者の要求に合った資料提供を行う。

p42-46 7-5 必要諸室の設定 その他

（旧）管理運営体制の検討 （新）管理運営体制

（旧）図書・雑誌・視聴覚資料の収
集・受入・整理

（新）図書・雑誌・視聴覚資料の選
書・収集・受入・整理

（旧）管理運営のうち選書やレファ
レンス等の根幹機能…

（新）管理運営のうち選書やレファ
レンス、市町図書館支援等の根幹機
能…

（旧）…効率的でサービス水準の高
い運営体制を構築する。
根幹業務について、業務量の増加を
最小限に抑えるため、…

（新）…効率的でサービス水準の高
い運営体制を構築する。
また、業務量の増加を最小限に抑え
るため、…

（旧）…ＰＤＣＡのサイクルが常に
新しい観点で分析できるよう体制を
整える。

（新）…ＰＤＣＡのサイクルが常に
新しい観点で分析できるよう体制を
整える。また、県民の直接的な意見
を把握するため、利用者アンケート
等も実施する。

p55 10 建設から開館まで その他

ラーニングコモンズを「オープンコラボレーションスペース」の一部とし
て設定
セミナールームを「新しい知的空間」に設置

収蔵能力、収容能力及び全国平均の修正

公開書庫の運用案について追記

図書館設備及び「文化力の拠点」について最新の情報に更新・修正

項目名の修正

業務に「選書」を追記

根幹機能に「市町図書館支援」を追記

「根幹機能」「根幹業務」が混在するため、後者を削除

利用者アンケートについて追記

「文化力の拠点」について最新の情報に更新・修正

その他、文言の統一（子供・こども→子ども　など）や表現の修正等を行った。

p40など
7-3 収蔵冊数の設定　
など

その他

p41
7-3-2 公開書庫の設
定

有識者会
議

p47 8 管理運営体制 パブコメ

p48 8-2-1 業務概要 パブコメ

p50
8-3-2 新県立中央図
書館の運営

有識者会
議

p51
8-3-2 新県立中央図
書館の運営

パブコメ

p52
8-3-5 図書館評価・
利用統計

パブコメ
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