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第１章  富士川町の歩み 

富士川町は、平成 22 年 3 月 8 日、増穂町と鰍沢町が合併してできたまちで

ある。甲府盆地の南西端に位置し、面積は 111.98ｋ㎡で、約 85％を森林と

農用地が占める緑豊かなまちである。また、日本三大急流の一つ富士川は、こ

の地で甲府盆地の西部を流れる釜無川と東部を流れる笛吹川が合流して形成さ

れている。 

古くは、富士川舟運による内陸交通の要衝として栄え、県内各地に広範な商

圏を持つ商業の町として栄え、その後も峡南地域の政治・経済、医療の拠点と

して発展し、富士川舟運往時の寺社・史跡なども数多く残されている。 

 

第２章  富士川町の図書館の現状と課題 

少子高齢化や情報化、国際化の進展など社会情勢が大きく変化する中で、地

域の情報センターである図書館は、「生涯学習の拠点」から発展し「地域を支え

る情報拠点」として位置づけられてきている。 

富士川町民図書室は、昭和 52 年増穂町民会館開館と同時に開設し、平成 9

年に 1 階図書室を増設。平成 22 年 3 月の合併時に、鰍沢福祉センター図書室

を統合し、現在に至っている。 

今までの一般的な公共図書館は、読書の楽しみや趣味の幅を広げるための施

設であり、自由に本を利用できる場、学ぶ人を支援するための空間であった。 

しかし、現在は、本はもとよりインターネット、電子ブックなどを利用し、

必要な情報を迅速かつ的確に得ることができる場、調べもの、個々の仕事や生

活上の問題を解消するための場など、「地域を支える情報の拠点」「生涯学習の

拠点」「交流と情報交換の拠点」としての機能を持つことが求められている。 

（１）施設 

現在の富士川町民図書室は、公立図書館としての要件を充たしていない施設

である。公民館施設の中の狭いスペースであり、２階にある児童生徒が学習す

る学習室スペースも狭く、限られた機能しか持ち合わせていない状況となって

いる。学習室以外で閲覧スペースが無いことから、一般利用者にとっては、使

いづらい施設となっている。 

また、本体の町民会館施設が耐震化されておらず、老朽化が著しいため、平

成 28 年 4 月から鰍沢福祉センターに機能移転されることとなっている。 

（２）蔵書 

 蔵書数は約 25,000 冊で、住民 1 人あたりの蔵書数は 1.6 冊であり、山梨

県の平均 4.9 冊を大きく下回っている。さらに、住民 1 人あたりの貸し出し数

は 1.1 冊とこれも県平均 5.8 冊を大きく下回っている。 

 現在は、蔵書数と開架数が同数であり、閉架できる収納スペースがなく、蔵
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書を増やすことに苦慮している。 

 また、重要な地域資料も学習室に所蔵していることから、閲覧の際、学習中

の児童生徒の妨げになることがある。 

 県立図書館の宅配サービスを利用しているが、届くまで時間がかかることか

ら、利用者にとっては利用しづらいものになっている。 

（３）職員 

 開館日は、火曜日から日曜日の午前 9 時から午後 5 時。臨時職員 1 名、ア

ルバイト職員 2 名で対応している。 

 うち、司書資格を所持している者が 2 名おり、図書サービスを行っている。 

 平日と日曜日は 1 名。土曜日のみ 2 名で対応していることから、レファレン

スサービス、相互貸借などに対して満足した対応ができないことから、多様な

学習ニーズへ対応できる専門的職員の確保が必要である。利用者からは、夜間

の利用が望まれている。 

 ボランティアは、1 団体が読み聞かせや本の紹介などを行っているが、ボラ

ンティア活動する部屋がない状況である。 

以上のことが要因となり、利用登録者が少ない現状である。 

 

第３章  富士川町立図書館の基本的考え方 

乳幼児から高齢者まで、誰もがあらゆる知識や情報、思想、環境に触れるこ

とを望んでおり、これらのニーズを満たす施設として、図書館は人々から求め

られる存在になってきている。 

公立図書館は、あらゆる人々に本や雑誌をはじめとする様々な資料等を自由

に気軽に提供するところである。新しい本ばかりではなく地域の歴史的資料や、

より専門的な知識を求めることも重要な要素となっている。また、一人で静か

に読書を楽しむ、ICT※1 機器を用いて情報検索をする、親子で一緒に読書を楽

しむなど、利用の目的や年齢の違う利用者が快適に利用できる『だれに対して

も開かれている図書館』であることが大切である。 

そこで、従来の学びの場や文化継承の場である図書館を更に発展し、子育て

支援、高齢者支援、ビジネス支援、医療支援、来訪者と地域の交流、情報発信

などの機能を付加し、人が集まって交流を楽しみながら情報を生み出し、お互

いに磨きあう富士川町の文化や地域活性化の拠点としての図書館のあり方を定

める。 

 

第４章  富士川町立図書館が目指すもの 

（１）基本コンセプト 

 多様化する町民一人ひとりの生涯学習を支援するための「学べる地域の図書

※1 ICT: 情報・通信に関する技術の総称 
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館」。子どもの感性や人間性を育むための子どもの成長に欠かせない「子育て支

援図書館」。ぶらり来て、つい立ち寄ってしまうような「楽しい図書館」を目指

し、大勢の町民が利用できるよう、利用者視点での図書館サービスを行うこと

を基本とする。 

ぶらり来て いつでも誰でも 来
らい

ぶらりー 

～足を運びたくなる図書館づくり～ 

（２）目指す図書館像 

①学べる地域の図書館 

利用者の学習や調査・研究を支援するレファレンスサービス※2の充実に努め、

町民のライフスタイルにあわせた学習の意欲や成果が高められる図書館。豊か

な情報量を確保し、それを活かしたサービスを行い、生涯学習拠点、情報発信

拠点、地域文化・伝統文化拠点としての図書館にする。 

②子育て支援図書館 

 子育て世代、乳幼児・児童生徒が周囲に気兼ねなく学ぶことができ、子ども

の感性や人間性を育む読書活動の推進、子ども読書活動、子どもの交流機会を

提供できる図書館にする。 

③楽しい図書館 

 LED ライトを使用することで明るく、オープンスペースなどを有効に利用し

て開放的で親しみのある空間をつくり、利用者が迅速なサービスを受けられる

と同時に、「つい足を運びたくなる」といわれるような図書館にする。 

 

第５章  図書館サービス及び機能 

（１）学べる地域の図書館 

地域を支える情報拠点として、図書、インターネット等の多様な資料や情報

を町民に提供する場とする。 

㋐人、本、インターネットを通じてあらゆる情報にアクセスし、情報の検索は

もちろん、それを整理・加工したりする情報編集を支援する。また、Wi-Fi な

どの無線 LAN 接続サービスによる学びの支援を図る。 

㋑新刊本や古書についての情報を充実させ、県立・市町村立など県内の図書館

及び学校図書館との連携を図る。 

㋒従来から所蔵している郷土資料の保全・活用に加え、町内の貴重な資料の発

掘調査を支援し、情報の集積と蓄積をしていく。 

㋓郷土の歴史や地域文化、伝統文化などに関する情報を収集し、紹介する。 

㋔蔵書※3等を活用し、様々な文化や芸術に触れる機会を提供する。 

㋕様々な調査・研究を支援するため、大学図書館などの持つ研究書や専門書が

提供できるようネットワークを構築する。 

※2 レファレンスサービス:利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、職員が情報そのものある

いはそのために必要とされる資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務 
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（２）子育て支援図書館 

子どもと保護者がゆっくり向き合い、心ふれあう場を提供する。また、子育

てに関する様々な情報を収集・提供し、子育て中の方々を支援する。 

小中学生の放課後の居場所や学習の場、本とのふれあいの場として、安心し

て楽しく過ごせる環境の提供に努める。 

㋐図書館機能を十分活かして、様々な角度、視点から多彩な子育て支援を行い、

子どもと保護者がゆっくりと向き合う場の提供に努める。 

㋑放課後子ども教室や児童センターとの連携を図り、専門知識や経験を持つボ

ランティアの活動を支援するとともに活用して、未来を担う子どもたちが生

き生きと育つことができる場を提供する。 

㋒子どもの感性や人間性を育む読書活動を支援する。 

（３）楽しい図書館 

学び、情報を有機的に結びつけて、様々な世代との交流、豊かな経験と知識

を伝承する場、誰もが、気軽に足を運べる空間とし、生活や仕事に役立つ情報

を手軽に得られる本を通じて、心豊かに過ごせる場所とする。 

また、様々な出会いの場をつくり、社会参加のきっかけとなる各種講座やグ

ループ活動を支援する。 

町内の情報を町民に提供するとともに、全国に向けて情報発信ができる施設

とする。 

㋐経験豊かな皆さんの知識を伝承する場、さまざまな世代と交流、くつろぎの

場を提供する。 

㋑さまざまな人が利用しやすい施設となるためにユニバーサルデザイン化に努

めるとともに、すべての町民がいきいき暮らせるための情報を提供する。ま

た、生涯学習の拠点として、様々な世代の人が集う各種講座やグループ活動

を支援する。 

㋒交流の場として様々な空間や機能を工夫する。 

㋓行政情報や町内の情報を集約し提供する。 

㋔多彩なイベントや利用者に魅力的な催しを開催し、富士川町らしさを発信す

る場とする。 

 

第６章  図書館の特長 

基本的な図書館機能に加え、他の公共図書館と違った特長を持ち、町民から

愛される図書館とすることが必要である。 

富士川町立図書館の特長を次のとおり記載する。 

① テーマによる特長 

・地域ゆかりの作家、作品コーナーを設置し、町の作家や偉人、作品を展示紹

※3 蔵書: 書物を所蔵していること。また，その書物。蔵本。 
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介する。 

・富士川舟運をはじめとする日本全国の舟運関係資料の収集に努める。 

・地域の民話収集を始め、日本各地の民話、世界の民話を取りそろえ、民話で

あれば富士川町立図書館と言われるように収集に努めるとともに、町の民話

集を作成する講座を開催する。 

② 機能による特長 

・文化の違い、老若男女などを問わずすべてに人が利用しやすい施設にする。 

・調べ学習ができるように資料を充実する。 

・子ども読書活動の推進を図るために、一般開架スペースと児童開架スペース

を区別し、子どもたちが本に親しみ、本を楽しむことができる環境づくりに

努める。 

・環境に配慮し、省資源、省エネルギーを基本にした環境づくりに努める。 

 

第７章  図書館の蔵書 

（１）蔵書数 

平成 12 年改正の図書館法施行規則において、公立図書館の最低基準が全文

削除された後は、任意団体である日本図書館協会「公立図書館の任務と目標」

で提案されている数値基準が、ひとつの指標となっている。この数値基準に基

づき、蔵書、開架※4、閉架※5を試算することとする。 

（２）蔵書内容 

蔵書については、図書館サービスの基本となりうるものであり、多様化する

利用者の要望と蔵書の構成を鑑みて、計画的な収集を行う。児童図書、雑誌な

ど多様化した利用者ニーズを把握し、適切な蔵書収集に努める。また、電子図

書についても検討を行う。 

（３）蔵書の閲覧方式 

 

※富士川町の人口を 16,000 人（平

成 27 年 10 月 1 日現在 15,946

人）で試算。計算については別掲 1 

 

試算によると、蔵書の約 7 割が開架、3 割が閉架であるが、開架数を多くす

ることが重要であると考えることから、蔵書の8割を開架することが望ましい。 

また、将来的に蔵書が増えてくることが想定されることから、閉架スペース

は、2 万冊以上の図書が収蔵できるスペースを設けることが望ましい。 

開架資料と閉架資料の割合は、開架資料に多くの図書資料がある方が利用者

にとって利便性が向上するので、開架書架を多くするよう努める。 

 望ましい冊数 蔵書目標冊数 

蔵書数 100,030 冊 100,000 冊 

開架数 73,385 冊 80,000 冊 

閉架数 26,645 冊 20,000 冊 

※4 開架:図書館で、利用者が直接に書架から資料を取り出すことができる方式。  

※5 閉架:図書館で、利用者が読みたい本や資料を請求して書庫から取り出してもらう方式。 



- 6 - 

第８章 図書館のスペース 

（１）図書館施設形態 

現在の町民図書館の蔵書数は、約 25,000 冊であるが、蔵書数は 100,000

冊を目標にする。この他、電子書籍の収蔵にも努める。また、従来同様に学習

室、現在は町民会館施設を利用していた多目的ホールや AV コーナーなどの機

能を持つ図書館についても検討する。 

（２）スペース 

充実した図書館サービスの提供と利用者が使いやすく快適に過ごせる空間を

創出するため、下記のスペースの確保に努める。 

一般開架スペース 一般図書、洋書、民話・伝説、新聞雑誌、行政資料、

AV 資料、電子図書、サービスカウンター（レファレン

ス）、インターネット、閲覧コーナーなど 

児童開架スペース 幼児・児童図書、おはなし部屋（朗読・防音機能があり

録音できる対面朗読室）、子育て学習など 

閉架書庫 移動式書架、密集書架 

集会、研修スペース 学習室、会議室、多目的ホール（企画展示）など 

地域資料スペース 町ゆかりの作家・偉人コーナー、舟運コーナー、郷土研

究資料など 

管理運営スペース 事務室、ボランティアルーム、機械室など 

その他のスペース 玄関、廊下、トイレ、洗面所、授乳室、エレベータなど 

 

第９章 富士川町民図書館施設計画 

（１）位置及び敷地 

富士川町立図書館は、シビックコア地区整備の目標である連携したまちづく

りの大きく貢献する施設である。 

整備する場所については、 

・町都市計画マスタープランの土地利用において、行政文化拠点に位置付けら

れている。 

・国道に接し、バイパスからのアクセスが良く、交通の利便性が図られる。 

・国の施設との連携により、利用者の利便性を高められる。 

・合築することで、単独で建設するよりも共有スペース利用により、経費の節

減が図られる。 

以上のことを勘案して、国と協議をしていく。 

（２）合築で必要となる事項 

合同庁舎内では、国の施設との共同スペースが考えられる。これらの使用に

ついて、国との協議が必要である。 
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図書館は、子どもや高齢者も多く利用されることから、１階に設置すること

が望ましい。また、これらの利用者に対し優しい配置を行う。 

出入口は、国の機関と施設の利用時間が異なることや、互いのセキュリティ

面を考慮して設置する必要がある。 

（３）施設面積 

 施設面積については、第 8 章（２）で示した図書館スペースにおける機能が

確保できるよう、国と協議を進めていくこととするが、日本図書館協会「公立

図書館の任務と目標」で提案されている数値基準に基づき、1,500 ㎡程度が望

ましい。※富士川町の人口を 16,000 人（平成 27 年 10 月 1 日現在 15,946 人）で試算。計算に

ついては別掲 2 

 

第 10 章 施設の運営方針 

 図書館は、中立、公平、主体的に運営を行う責務があり、図書館の持つ永続

性や長期的展望にたった資料収集に配慮する必要がある。また、運営に直接携

わる職員には、専門性と資料の知識が求められることから、職員のレベルアッ

プや専門性を継続的に確保できるものでなければならない。 

 これらを踏まえながら、望ましい運営方法については、今後検討していく必

要がある。 


