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所蔵冊数
1

約 4.7 万冊

さて、月曜開館の実施については、開始

特集

の少し前から館内外へのポスター掲示や

桜が丘図書館月曜開館のご報告

東大和市報、図書館ホームページでお知ら
せしました。ただし残念ながら多額の経費
が発生するような大規模なＰＲはできま

桜が丘図書館は、平成５年の開館から

せんでした。ですから窓口や電話での会話

２０年近くが経過しました。

の中で、はじめて気づく方も多かったので

その間、おはなし会や図書展の開催のほ

はないでしょうか。幸いＰＲが足りないと

か、インターネットの普及に対応したリク

お叱りをいただくこともなく、皆さん利用

エストサービスの充実などにも取り組ん

時間が増えたことを純粋に歓迎してくれ

できました。

ました。いきなり利用者が殺到するような

現在、桜が丘図書館の蔵書は約５万冊ほ

劇的な展開はありませんでしたが、静かな

どですが、中央図書館及び清原図書館と

滑り出しから徐々にではありますが着実

の緊密な連携により、東大和市立図書館全

に浸透し、定着しつつあるものと考えてい

体の約４６万冊の蔵書をスピーディーに

ます。

提供できるようになりました。
さてそんな中で、かねてからの課題であ

＊

った桜が丘図書館の月曜日開館が昨年の
平成 24 年４月 23 日からスタートしました。

処理する時間が増えたため、未処理の書籍

皆さんにもだいぶ定着してきたようです。
＊

＊

また図書館側でも、リクエスト本などを

既に９か月以上が経過し、現在は利用者の

＊

＊

が停滞することが少なくなりました。特定
の曜日に大量の返却本を処理するという

＊

状況が減り、毎日の処理量が平均化したこ
とで、気持ち的な余裕が生まれているのか

とはいうものの、スタート当初は貸し出

もしれません。これは予想していなかった

し冊数も利用者数も前年度の平日（水～金）

意外なメリットでした。

の平均値を下回る状況が続いていました。
窓口や電話でも「月曜日は休館」と認識し
ている方が多く、やはり長年の認識を変え
るのは一朝一夕に行かないようです。それ
でも開館を重ねるごとに次第に利用が増
え、９月ごろには他の平日と変わらない程
度にご利用いただけるようになりました。
＊

＊

＊
大人も子どもも利用してくれています。
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さて一方で、内部的にはいくつかの課題

＊

も見えつつあります。そのひとつが職員体

＊

＊

さらに施設の維持管理という点でも、休

制です。基本的に桜が丘図書館の増員はな

館日の減少は若干の影響があります。とい

く、開館時間が増えた分は勤務ローテーシ

うのは、開館中にはできない館内の清掃や

ョンの変更と中央館からの応援勤務によ

設備の点検、修理などは、休館日を利用し

り対応しています。つまり、分館での勤務

て実施してきました。１日で完了できる作

経験の少ない中央館の職員が、応援勤務に

業であれば問題ありませんが、２日以上か

従事する頻度が増えたのです。

かるような作業は実施しにくくなります。

もちろん図書館業務そのものは中央館

施設設備が徐々に老朽化してくる中で、

でも分館でも変わりありません。ただ最小

維持管理の計画的な実施を進める必要が

限の人員で対応している分館では、全職員

ありますが、突発的な故障等への迅速な対

がどんな業務もこなさなくてはならない、

応が課題と言えるでしょう。

という状況が生じます。中央館では他の担
当者に任せていることを、分館では自分で

＊

＊

＊

処理しなければなりません。応援職員にと
って不慣れな業務の場合は、利用者への対

これまでのところは大きな問題もなく、

応が不十分なものとなる可能性をはらん

順調に運んでいますが、さらなる皆さんの

でいます。各自が経験を積むことで、次第

期待にお応えでき

に解消される問題かもしれませんが、決ま

るよう努力を続け

った職員だけが応援に来るわけではない

たいと思います。

ので、職員誰もが対応できるように、より
積極的な改善策も検討すべきかもしれま
せん。

桜が丘図書館 月曜日の利用状況（4 月～10 月）
期 間

4～5 月

6月

7月

8月

9月

10 月

実施回数

4

4

4

4

3

4

総数

819

1235

1319

1345

1001

1316

1 回平均

204.8

308.8

329.8

336.3

333.7

329.0

総数

272

355

367

394

296

377

貸出
冊数
利用
者数

68.0
94.3
88.8
91.8
98.5
74.0
01
※参考値：平成 23 年度桜が丘図書館 平日利用状況
平日（水～金）1 日当たり
貸出冊数＝364.7 冊、利用者数＝109.0 人
1 回平均
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図書館協議会の報告

不用(除籍)資料の配布
図書館では、不用になった図書などを、在

●平成２４年度第１回図書館協議会を開催し

住・在勤・在学の皆さまに無料でお譲りして

ました。

います。
これまでは年に２回でしたが、今年度は３

日時：７月２６日（木）午後３時～

回開催します。第１回（平成２４年８月２９

場所：中央図書館２階 視聴覚室

日～９月１６日）、第２回（同年１２月５日

議題：1．平成 23 年度実績について

～１７日）とすでに終了し、次は第３回です。

2．平成 24 年度事業について

第１回・第２回は、図書と雑誌付録のみが対

3．その他

象でしたが、第３回では雑誌本誌も配布いた
します。なお、雑誌付録はお１人につき１点

●平成２４年度第２回図書館協議会を開催し

のみお譲りします。

ました。
日時：平成２５年３月１３日（水）

日時：１１月２２日（木）午後２時～

～２５日（月）

場所：中央図書館２階 視聴覚室

午前１０時～午後５時

議題：1．平成 23 年度決算について

場所：中央図書館２階ロビー

2．平成 25 年度予算の概要について
3．東大和市子ども読書活動推進計画

＜Ｑ＆Ａ＞

（案）について

Ｑ．あらかじめ欲しい資料を申し込んでおいて、

など

除籍するときに教えてもらえませんか？
Ａ．申し訳ありませんが、除籍資料１つずつの

図書館協議会は、どなたでも傍聴できます。

申し込み状況を正確に管理することは非

図書館の運営にご興味のある方は、どうぞご

常に困難で、対応しかねます。

出席ください。
Ｑ．なぜ雑誌付録は点数制限があるのですか？

次回の開催日程等は、図書館ホームページ、

Ａ．雑誌付録は特に人気が高い一方、配布点数

館内ポスター等でご案内を行います。

があまり多くありません。そのような中で
皆さま平等にお持ちいただくための制限

「子ども読書活動推進計画」

ですので、ご協力をお願いします。

しんちょく

〈編集後記〉

進 捗 状況のご報告

昨年４月から、桜が丘図書館の月曜開館や武蔵

平成２４年１２月１日から２５日まで、
「東大和市子ども読書活動推進計画（素
案）」への市民の皆さんのご意見を募集し
ました。
後日、図書館ホームページ等で、いただ
いたご意見の概要と市の考え方等を公表
させていただきます。
完成まで、しばらくお待ちください。

村山市との図書館相互利用など、新たなサービ
スを始めました。かなりご存知の方が多くなっ
てきたように見受けられますが、今後もどんど
ん図書館をご活用ください。
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