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１．計画策定の目的 

 平成１０年に、旧法務局の跡地を利用して開設された白馬村図書館も、開設

から１２年を迎えました。これまで一般の公共図書館と同等のサービスが提供

できるよう利用者の利便性の向上や、蔵書の収集・増加等の改善に努めてきま

したが、平成２１年度にはようやく課題であった図書館システムの導入が完了

し、蔵書冊数はまだまだ全国平均（６万～７万冊）には足らないものの、公共

図書館として最低限のサービスの提供が可能となりました。 
 今回の図書館計画は、今後の白馬村図書館サービスの展開を考えるために、

白馬村図書館の理念や運営方針を改めて定め、住民に必要な情報を提供し、住

民の活動を支援し、住民が利用しやすく、役立つ図書館として、様々な視点か

ら図書館サービスの充実を図ることを目的としています。 

 

２．計画期間 

 計画期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間です。 
 この期間をさらに前期と後期に分け、前期は、平成２３年度～２４年度の 2
ヵ年とし、特に早急に取り組むべき事業に優先的に取り組んでいきます。また、

この期間（前期）を後期に向けた準備期間として捉え、中・長期的課題を解決

するための調査・研究に取り組みます。 
 後期は、平成２５年度～２７年度の３ヵ年とし、前期２年で実施した事業の

さらなる充実を図るとともに、前期で実施した調査・研究に基づいた新たな事

業の展開を目指します。 

 

３．計画の推進と進行管理 

 本計画の推進と進行管理は白馬村教育委員会、白馬村図書館協議会が行いま

す。推進にあたっては、関係機関と十分に協議・連携を図ります。 
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４．白馬村図書館の現状と課題 

 
１．白馬村図書館の現状（平成 22 年 3 月 31 日現在） 
 開  設 平成１０年１０月８日 旧法務局の跡地に開設 
 施  設 昭和６２年１２月１０日新築 鉄筋コンクリート造 
      １階 285.23 ㎡ ２階 188.58 ㎡ 計 473.81 ㎡ 
       うち、図書館占有面積 398.2 ㎡ 
 職  員 ２名 
 開館時間 午前 9 時から 12 時 午後 1 時から 6 時 

（昼 12 時から午後 1 時までは閉館） 
 休 館 日 毎週月曜日、祝日、年末年始、館内整理休館日（毎月最終金曜日）、

特別整理休館日（蔵書点検期間） 
 蔵書冊数 ３５，７６６冊 うち開架図書 ２０，２０３冊 
 新  聞 朝日新聞・信濃毎日新聞（１年間保存） 
      大糸タイムス（平成１１年より保存） 
      白馬新聞（平成 11 年 11 月 5 日から平成 20 年最終号まで保存） 

 
２．実施している図書館サービス 
 （１）貸  出 一人１０冊まで 貸出期限３週間 
 （２）レファレンス 情報を求める利用者に提供 
 （３）相互貸借 利用者の求めに応じ、図書館間での貸出借受業務の実施 
 （４）おはなしの会 村内の読み聞かせグループ「てぶくろの会」により、

毎月第２土曜日午前中に実施 
 （５）団体貸出 村内の団体へ６０日間１００冊までの貸出を実施 

 
３．図書館ボランティア 
 登録ボランティア数 ８人 
 活動内容  ・館内整理休館日での蔵書整理など 
       ・館内での日常業務の手伝い 
       ・特別整理休館中の蔵書点検の手伝い 

 
４．白馬村図書館の主な課題 
 ○常時２名以上の勤務、昼時間も開館できるような職員体制の整備。 
 ○蔵書冊数の増加と、それに伴うスペースの確保 
 ○図書館独自のイベントの企画 
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５．課題の解決方針 

 
○常時２名以上の勤務、昼時間も開館できるような職員体制の整備について 
 白馬村図書館の昼時間の開館については、開設以来の課題です。図書館サー

ビスの充実に伴い、職員の負担も増加していることから、職員体制の整備につ

いては、最優先の課題として、解決に努めていきます。 

 
○蔵書冊数の増加と、それに伴うスペースの確保について 
 白馬村図書館は、限られた予算の中で資料の充実に努め、白馬村図書館の特

徴ある資料収集の取り組みなども行ってきましたが、図書館のネットワーク化

が進み、相互貸借事業等、図書館を取り巻く環境は大きく変化しています。 
 このような状況変化を踏まえ、今後の蔵書計画等を作成し、資料の効率的収

集に取り組みます。さらに、地域の人口構成や、貸出の頻度等を検証し、住民

のニーズにできるだけ応えることのできる図書館にしていきます。 
 また、図書館のスペースが限界にきていることから、収納スペースの見直し

を行うとともに、現在の施設の増改築、新しい図書館の建設について、調査・

検討を行います。 

 
○図書館独自のイベントの企画 
 図書館を住民により活用していただくものとするために、図書の貸出といっ

た機能のほかに、図書館、また本そのものに親しんでいただくようなサービス

の企画を検討します。 
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６．白馬村図書館の運営理念 

 

「村民のくらしを支援し、まちづくりに役立つ図書館をめざ

します。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

７．白馬村図書館の運営方針 

 
 １ 住民の「知る権利」を守り、その必要とするあらゆる情報を提供するよ

う努めます。 

 
 ２ 子どもたちの豊かな心と生きる力を育み、また高齢者が豊かに暮らせる

ように支援します。 

 
 ３ 図書館の利用が困難なかたを含め、あらゆる村民が利用できるよう、支

援します。 

 
 ４ 村内小中学校図書館、また県内図書館や関連機関と連携し、資料・情報

を提供するとともに、村民の享受できる図書館サービスの充実を図ってい

きます。 

 
 ５ 村民の村政参画を積極的に支援し、村活性化の一端を担うとともに、村

の文化振興に役立つ図書館を目指します。 

 

 社会環境が著しく変化している中で、住民が自らの問題を自ら考え、

自ら意思決定していくために正確な「知識」「情報」を入手する必要は高

まっています。 
 白馬村図書館は、住民が必要とする資料や情報を迅速かつ確実に提供

するために標記の運営理念を掲げ、その実現・具体化のため、次の運営

方針を定めます。 
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８．運営方針に基づく主な施策 

 
 １ 住民の「知る権利」を守り、その必要とするあらゆる情報を提供するよ

う努めます。 
  ○生活上の問題を解決するために健康・医療情報、法律情報、行政施策情

報等を提供します 
主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

行政情報のデータベース

の充実と情報提供 

行政関係の紙媒体の資料を収

集し、情報提供に努めます。 

一部 

実施 

充実 

 

 

電子メールによるレファ

レンスサービスの充実 

電話や来館できない利用者か

らメールでのレファレンスを

受けます。 

実施 充実  

利用者用インターネット

端末の設置 

図書館来館者が資料の検索や

情報の収集を行えるよう、イン

ターネット接続パソコンを導

入します。 

未実施 検討  

雑誌・新聞の購入 現在購入している新聞の外、購

読する新聞の増加、雑誌の購入

について検討します。 

一部 

実施 

検討  

 
  ○多くの村民に図書館を利用していただくために広報活動を強化します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

図書館広報紙の充実 現在の広報はくばの内容の充

実について検討します。 

実施 

 

充実 

 

 

図書館ホームページの充

実 

図書館ホームページの適正な

維持管理を行い、利用者の利便

性の拡大を図ります。 

実施 検討  

新１年生向け図書館案内

の配布 

小学校に入学する新１年生を

対象に、図書館案内、図書館登

録申請書を配布します。 

未実施 実施  

 
  ○就労支援、ビジネス支援に関する情報を提供します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

ハローワーク等との連携 ハローワーク等と連携し、求人

情報等の情報を提供します。 

未実施

 

検討 
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  ○観光・農業や商工業など、地場産業関係の情報を紹介します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

村観光局、観光農政課等と

の連携 

村担当課と連携し、必要な情報

を提供します。 

未実施

 

検討 

 

 

 

観光パンフレット、村内地

図等の情報提供 

観光客等からの要望があった

際に手渡せるようにします。 

未実施 実施  

 
 ２ 子どもたちの豊かな心と生きる力を育み、また高齢者が豊かに暮らせる

ように支援します。 
  ○子どもの感性や人間性を育む読書活動を支援します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

図書館内おはなしの会等

の実施 

現在、「てぶくろの会」により、

おはなしの会が開催されてい

ます。今後、子どもたちが豊か

な心を育むことができるよう

なイベントをさらに検討しま

す。 

実施 

 

未実施

継続 

 

検討 

 

子ども一日図書館員の実

施 

夏休み期間等に、実際に仕事を

経験することにより、より図書

館に親しんでもらえるために

実施します。 

未実施 検討  

 
  ○子育てを応援し、子どもの交流機会に関する情報を提供します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

プレママとプレパパへの

育児本の紹介 

初めての出産を前に不安を抱

えた母親と父親になる方に、こ

れからの育児に役立つ本の紹

介を行う。 

未実施 検討  
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  ○高齢者の活動の場として、図書館の活用を進めます 
主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

本を媒介とした高齢者グ

ループ、サークルづくりの

支援 

公民館等と連携し、本を媒介と

した高齢者グループ、サークル

づくりを支援します。 

未実施 検討  

「読み語りボランティア」

の育成 

子ども読書活動に関わる人材

の裾野を広げるため、読み語り

のボランティアを育成します。

未実施 検討  

 
 ３ 図書館の利用が困難なかたを含め、あらゆる村民が利用できるよう、支

援します。 
  ○高齢者や障がい者、外国人など、すべての住民がいきいき暮らせるため

の情報を提供します 
主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

肢体不自由者等へ宅配サ

ービスの実施 

肢体不自由者等の障がい者や

高齢者について、状況に応じた

サービスが提供できるよう検

討します。 

未実施 検討  

点字・録音図書の収集・貸

出、図書の朗読の実施 

障がい者サービス用資料は、所

蔵の充実、相互貸借等、様々な

方法で利用者の要望に応えて

いきます。 

また、対面朗読のボランティア

育成について検討します。 

未実施 検討  

車いす利用者の来館支援 図書館東側のスロープの融雪

等、車イスでの来館を支援しま

す。 

実施 充実  
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 ４ 村内小中学校図書館、また県内図書館や関連機関と連携し、資料・情報

を提供するとともに、村民の享受できる図書館サービスの充実を図ってい

きます。 
  ○白馬村図書館の持つ専門性や経験を活かして学校教育活動を支援します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

学校配送サービス事業の

実施 

希望のあった小・中学校に学習

補助用図書の配送を検討しま

す。 

未実施 検討  

学校図書館巡回訪問の実

施 

村内小中学校に定期的に訪問

し、学校司書と連携して学校図

書館への支援を協議します。 

未実施 検討  

学校への図書館情報の提

供 

子どもたちが図書館に来館す

るきっかけとなるよう、図書館

の新着本情報などを学校に配

布します。 

未実施 検討  

 
  ○村民の声を図書館運営に反映させる仕組みを構築します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

村民の視点に立った図書

館サービスの見直し 

来館者へのアンケート等を実

施して、住民の視点で図書館サ

ービスの見直しを行います。 

未実施 実施  

 
  ○長野県立図書館や、他の公共図書館と連携することにより、資料の提供

や、レファレンスを充実させます。 
主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

県立図書館、公共図書館と

の相互協力サービスの充

実 

白馬村図書館に所蔵がない場

合、他の公立図書館の所蔵状況

を検索し、資料があった場合

は、資料を借受けて利用者に提

供しています。 

他の図書館にない資料が白馬

村図書館にある場合は、白馬村

から貸出を行っています。こう

した協力を行うことで、それぞ

れの不足を補いながら利用者

サービスに努めています。 

実施 継続  



 - 9 -

 ５ 村民の村政参画を積極的に支援し、村活性化の一端を担うとともに、村

の文化振興に役立つ図書館を目指します。 
  ○村民の課題解決と主体的な学習を支援する情報を提供します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

蔵書計画の整備と計画的

資料収集の実施 

分野や利用者の年齢構成、地域

特性、流行等を考慮した蔵書計

画（資料収集要綱）を作成し、

計画的に資料収集を行います。

未実施 新規  

図書選定委員会の設置 図書選定委員会の設置を検討

します 

未実施 検討  

 
  ○村民の情報リテラシーの向上を図ります 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

情報リテラシー向上への

取り組み 

インターネットや図書検索シ

ステムを使った図書館の活用

について周知します。 

実施 拡充  

 
  ○蔵書等を活用し、様々な文化や芸術作品に出会う機会を提供します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

蔵書計画の整備と計画的

資料収集の実施（再掲） 

分野や利用者の年齢構成、地域

特性、流行等を考慮した蔵書計

画（資料収集要綱）を作成し、

計画的に資料収集を行います。

未実施 新規  

視聴覚資料の貸出の実施 ＣＤ・ＤＶＤ等については、ジ

ャンルが多岐にわたり、作品も

膨大な数があります。単価も高

いため、予算や他の資料との兼

ね合いの中で実施について検

討します。 

未実施 検討  

 
  ○心を豊かにする文化や芸術に触れる機会に関する情報を提供します 

主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

読書週間事業の実施 春のこども読書週間・秋の読書

週間の期間に、イベント等を企

画します。 

未実施 検討  
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  ○郷土の歴史や地域文化、伝統文化など、白馬村の歴史や文化に関する情

報を収集し、紹介します 
主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

白馬山とスキー総合資料

館（八方文化会館内）との

連携 

白馬山とスキー総合資料館が

オープンしました。データベー

ス化について支援し、白馬村図

書館との連携について検討し

ます。 

未実施 検討  

村ゆかりの著作の収集と

展示コーナーの充実 

白馬村にゆかりのある著作を

展示するコーナーを作り紹介

しています。これらの著作に接

する事により、村の理解を深

め、愛着を感じていただけるよ

う、充実を図ります。 

一部 

実施 

拡充  

 
 ６ その他の施策 

 
主な施策・事業項目 概  要 現況 前期 後期 

図書の有効利用 白馬村図書館で重複している

図書、役割を終えた図書をさら

に有効活用するため、村民や学

校図書館に無料で提供します。

未実施 検討  

図書館の土足化 利用者の利便性を向上するた

め、土足化を検討します。 

未実施 検討  

図書館施設整備の検討 現在の白馬村図書館のスペー

スが限界にきていることから、

現在の収納スペースの見直し

を行うとともに、現在の施設の

増改築、新図書館の建設につい

て調査・検討を行います。 

未実施 調査 

検討 

 

 
 
 
 
 
 


