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目黒区立図書館基本方針改定素案について 

 

１ 目黒区立図書館基本方針改定の経緯 

  目黒区立図書館では、平成２９年４月に今後の目黒区立図書館のあるべき姿・

方向性を検討し、新たに「目黒区立図書館基本方針」（以下「基本方針」とい

う。）を策定し、この方針に沿って図書館サービスの充実に努めてきた。 

  令和３年３月に新たな目黒区基本構想が策定され、「政策分野別の将来像とそ

れを実現するための施策の基本的方向」の施策例示において「図書館サービスの

充実」が示された。 

また、基本構想を踏まえて策定された目黒区基本計画では、各施策を SDGsの

分野ごとに結び付け、SDGsの視点で取組むべき方向性を明確にすることとなっ

た。 

  基本方針では「公立図書館の基本理念」及び「目黒区の基本理念」を基本とな

る理念と位置付けており、「目黒区の基本理念」において、新たな目黒区基本構

想及び基本計画を踏まえていくことが必要であるため、基本方針を改定すること

とした。 

 

２ 経過 

令和４年 ７月２６日 教育委員会報告【改定の進め方について】 

  ８月 ３日 文教・子ども委員会報告【改定の進め方について】 

  ９月 ７日 目黒区立図書館基本方針改定委員会設置要領制定 

  ９月１５日 第１回目黒区立図書館基本方針改定委員会 

【改定委員会設置要領について、検討部会について、 

基本方針改定について、改定素案（案）たたき台について】 

１０月１１日 第２回目黒区立図書館基本方針改定委員会（書面開催） 

       【基本方針改定素案（案）たたき台の修正内容について】 

   １０月１７日 目黒区立図書館基本方針改定に係る学識経験者説明会 

   １０月３１日 目黒区立図書館基本方針改定に係る意見聴取 

   １１月 ７日 第３回目黒区立図書館基本方針改定委員会（書面開催） 

【基本方針改定素案（案）の修正内容について】 

   １１月１５日 教育委員会報告【基本方針改定素案（案）について】 

   １１月１７日 政策執行会議情報提供【基本方針改定素案について】 

 

３ 基本方針改定素案の概要 

〇策定の目的について、目黒区基本構想及び基本計画が定められ、図書館基本

方針を改定することを追記した。また、ＤＸやＳＤＧｓなどの概念を追記し

た。 
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〇図書館の現状について、めぐろ電子図書館開設を追記。また、各館で実施し

たテーマ展示、本の紹介及びおはなし会後の会場開放を追記した。 

〇基本方針構成図を独立させ、説明文を追加した。 

  〇基本となる理念のうち、目黒区の理念について、令和３年３月に定められた

目黒区基本構想を踏まえた記述に改定した。 

  〇重点的な取り組みについて、基本方針策定後新たに始めたサービス及び、新

しい概念について記述を追加した。 

  〇出典・用語解説について、本文の修正内容に合わせ修正した。 

（参照資料） 

資料 目黒区立図書館基本方針改定素案 

 

４ 今後の予定 

令和４年１２月 ６日 区及び図書館ホームページへの掲載により区民等意見 

募集開始 

令和５年 １月２１日 目黒区立図書館利用者懇談会により区民等意見募集 

     １月２８日 区民等意見募集終了 

２月    教育委員会報告【基本方針改定案（案）について】 

      政策執行会議情報提供【基本方針改定案について】 

        文教・子ども委員会報告【基本方針改定案について】 

３月    基本方針の改定・公表 

 

以    上 
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１ 策定の目的  

 目黒区立図書館は、平成９年に新中央館の役割などを示した「目黒区図書館の基本構

想」を策定し、平成１４年の八雲中央図書館の開設をもってこれを中央館とし、他の７

館を分館とする現在の８館体制による図書館サービスの実施に至りました。グローバ

ル化や少子高齢社会の進行の中で、目黒区立図書館は DX（デジタルトランスフォーメ

ーション）＊1 の進展、インクルーシブ社会＊2 の形成や SDGs（持続可能な開発目標）
＊3 の達成に向けた取り組みなど、直面する様々な課題や多様化する区民ニーズに適切

に対応することを求められています。 

 また、「図書館法」（昭和２５年法律第１１８号）では、平成２０年の改正により、第

七条の二として、「文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置

及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする」と定められました。 

 これを受けて国は、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成２４年文部科学

省告示第１７２号）により、区市町村立図書館は、事業の実施等に関する基本的な運営

の方針を策定し、公表するよう努めるものとしました。 

 図書館サービスは多岐にわたり、区民の生活に密接に関わっています。区民の生活を

多方面にわたりサポートし、その質的な充実に資することができるよう、今後の目黒区

立図書館のあるべき姿・方向性を、公募区民・学識経験者を含む目黒区立図書館基本方

針検討委員会において論議し、平成 29年に「目黒区立図書館基本方針」を策定しまし

た。 

 その後、令和 3 年３月に新たな目黒区基本構想が定められ、これを踏まえて令和４

年 3 月に目黒区基本計画が定められたことにより、目黒区立図書館基本方針を改定す

ることとしました。 

      

２ 目黒区立図書館の現状 

 目黒区立図書館は、平成６年の全館コンピュータ・ネットワーク＊4（オンラインサー

ビス）の整備、平成１４年の目黒区立図書館ホームページの開設、さらに令和 3 年の

めぐろ電子図書館＊5 開設により、区内全域での均一な図書館サービスを展開していま

す。 

 全館の資料を一元的に収集・活用・保存する体制の確立と、それを支える配本車＊6に

よる資料の移送システムの整備、さらには場所・時間を問わずホームページやめぐろ電

子図書館から図書館資料の情報にアクセスできるインターネットサービスの構築､ま

た中央館による分館への支援により、すべての図書館での均一なサービスが実現し、貸
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出予約などの資料提供において区民及び利用者の読書・情報・文化活動に寄与していま

す。 

 基本的なサービスは全館で統一して行う一方、各館の地域性や利用者層に応じたテ

ーマ展示や本の紹介など、館ごとの工夫により利用者と本との出会いや利用者同士の

出会いを作る活動を行っています。 

 また、目黒区立図書館は、誰にでも同等のサービスを提供することを原則としていま

すが、それぞれに固有な配慮が必要な乳幼児、児童、ヤングアダルト*７、高齢者、障害

者、外国人向けに利用対象者別サービスを行っています。 

特に、子どもの読書活動の推進、学習支援については、乳幼児と保護者を対象に目黒

区保健所及び碑文谷保健センターにおいて実施している「はじめての本とのふれあい

事業」や、各図書館で定期的に読み聞かせを行う「おはなし会」、小中学校に対し学習

テーマに沿った長期の貸出を行う「団体貸出」のほか、図書館見学や職場体験などの事

業を行っています。 

さらに、赤ちゃんおはなし会終了後に会場を開放する時間を設けるなど、利用者同士

の交流の場を提供しています。 

加えて、地域の資料・情報を収集・活用・保存することにより、地域の活動を支援し

ています。 
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３ 目黒区立図書館基本方針の構成について 

 目黒区立図書館基本方針は、「基本となる理念」→「目指す方向性」→「重点的な取

り組み」が重層的に組み合わされた構成となっています。 

 

・基本となる理念 ：公立図書館及び目黒区の基本理念を踏まえ、基本方針の基本とな

る理念を定めました。 

・目指す方向性  ：基本となる理念の実現に向け、五つの目指す方向性を定めまし

た。 

・重点的な取り組み：目指す方向性に沿い、重点的な取り組みを定めました。 

 

構成図 
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４ 基本となる理念 

目黒区立図書館は、すべての国民に図書館利用の権利を保障するという公立図書館

の基本理念＊８を踏まえ、目黒区基本構想が普遍的なものとして掲げている「人権と平

和を尊重する」「環境と共生する」「住民自治を確立する」＊９の理念が地域社会に実現

され、「学び合い成長し合えるまち」＊１０を区民一人ひとりが実感でき、誰にとっても、

いつでも、いつまでも「心地よい」と感じることができるまち＊１１を目指し、「さくら

咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」＊１２という将来像を実現するため、図書館サー

ビスを提供する役割を果たしていきます。 

 

５ 目指す方向性 

目黒区立図書館の基本となる理念の実現に向けて、次の五つの方向性を定めます。 

 

（1）知・文化の拠点となる 

（2）交流の場と暮らしの情報の提供により生活の質を高める 

（3）区民・利用者一人ひとりの役にたつ 

（4）子どもたちを本の世界にいざなう 

（5）地域とつながる 

 

６ 重点的な取り組み 

 目黒区立図書館として、目指す方向性に沿って、重点的な取り組みを進めていきま

す。 

 

（１）知・文化の拠点となる 

資料の充実を図るとともに、地域資料や行政資料の収集・活用・保存により一層努め

ます。また、他の図書館との相互協力＊１３、インターネットメディア＊１４、データベー

ス＊１５、めぐろ電子図書館など多種多様な情報手段の検討・活用を図り、情報への公共

アクセス＊１６の確保に努めます。 

さらに、これらの資料や情報源を生かしたレファレンスサービス＊１７の質を高め、よ

り的確に区民・利用者の求める情報を提供し、「文字・活字文化」＊１８を中核とする幅

広い文化活動に出会う、知・文化の拠点としての図書館づくりを目指します。 
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（２）交流の場と暮らしの情報の提供により生活の質を高める 

インターネットメディアの活用による図書館からの情報配信や、区民・利用者の交流

を深めるイベント開催など、異なる世代、異なる文化の人々がともに参加できる機会の

提供によって、利用者と図書館、利用者と利用者など多方向な交流を促し、新たなふれ

あいを創造できるような場の提供を目指します。 

また、地域の身近な情報＊１９など、日々の暮らしに有用な情報を広く収集し、区民・

利用者に提供していきます。 

これらの場と情報の提供により、人々の生活の質をより高め、住みよく活力のあるま

ちづくりに貢献することを目指します。 

 

（３）区民・利用者一人ひとりの役にたつ 

乳幼児から高齢者まで、区民・利用者のそれぞれのライフステージ＊２０に即したサー

ビスを行うため、学習・仕事・育児・介護など、生活の中で役立つ資料を提供します。 

活字資料を読むことができない、来館が困難など、図書館利用に障害のある人や、外

国人など日本語の読み書きが困難な人など、様々な人に対応したサービス＊２１をより充

実させていく中で、多様な利用形態に合わせた運営の工夫＊２２により、誰もが図書館を

利用できるよう支援を行います。 

また、これからの新しい図書館サービスの可能性を探る＊23ことにより、図書館を利

用する機会のない方や少ない方にも働きかけ、より多くの人の図書館利用や読書活動

の促進を目指します。 

 

（４）子どもたちを本の世界にいざなう 

子どもたちが乳幼児期から、ことばと出会い豊かな心を育てるために、よりよい形で

本に親しむことができるよう、学校、子育て施設、生涯学習施設など、子どもに関係す

る機関や人々、またボランティア＊２4との連携を強化し、今後とも積極的に子どもの読

書活動の推進に取り組みます。 

併せて、子どもが自らの課題や目的に応じて、多様な情報を適切に活用する力を身に

つけ、自発的・主体的・対話的な学習活動を行うことができるよう、電子情報を含めた

様々な資料を収集・提供し、読書環境をデジタルにも対応する情報環境としても整え、

子どもたちの知的活動をも支援することを目指します。 
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（５）地域とつながる 

ボランティア、区民・利用者との相互協力関係を発展させ、教育機関や子育て施設、

様々な公的機関や民間の事業者など、多様な組織との新たな連携を模索していきます。 

また、子ども向けに、地域の歴史や現在のすがたを紹介する資料を作成するなど、未

来を担う子どもたちが自分たちの地域を知り、親しみを持てるよう支援します。 

そして、地域に根差した特色のある図書館づくりを行うことで、知・文化の拠点とし

て、また交流の場として、地域の課題解決のための資料やレファレンスサービスを質的

に向上させ、地域のコミュニティ形成にも資する場として機能することを目指します。 

 

７ より良い図書館の実現に向けて 

地域の発展のため、図書館は多様な情報を収集し、地域に還元することが求められて

います。一方、図書館の発展のためには、図書館と区民・利用者が密接な情報交換を通

じて、ともに考え、ともに協力していくことが重要です。 

目黒区立図書館は、地域の情報拠点として､また、人々の交流の場としての役割を一

層発展させるため、この「目黒区立図書館基本方針」に基づき、重点的な取り組みを進

めながら、区民に親しまれる図書館運営に努めてまいります。 
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出典・用語解説  

 

＊  1 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）  

  「デジタル技術を活用して変革（トランスフォーメーション）する

こと」。英語では「Trans」を「X」と略す習慣があることから、「DX」

と表記します。国の定義では、DX を「制度や組織のあり方をデジタ

ル化に合わせて変革していくこと」、「 ICT（情報通信技術）の浸透が

人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」としてい

ます。  

 

＊  2 インクルーシブ社会  

  あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社会の

構成員として包み、支え合う社会のこと。  

 

＊  3  SDGs（持続可能な開発目標）  

  平成２７年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、令和

１２年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標。１７のゴー

ル・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さな

い」ことを誓っている。  

  目黒区では、令和４年３月に定められた目黒区基本計画において、

各施策を SDGs に結び付け、取り組むべき方向性を明確にしている。 

 

＊  4 全館コンピュータ・ネットワーク  

  資料情報・利用者情報・貸出情報等をコンピュータシステムに取り

込み目黒区立図書館各館を専用回線で結び、利用者がどの図書館から

も検索・予約・貸出・返却できるようにする仕組みのこと。  

 

＊  ５  めぐろ電子図書館  

  専用のサイトにアクセスすることで、図書館に来館しなくてもパソ

コンやスマートフォンなど情報端末から電子書籍の貸出・返却ができ

るサービス。多くの電子書籍で音声読み上げや文字サイズの変更が可

能である。  

 

＊  ６  配本車  

 目黒区立図書館各館を結び、新しい資料、予約された資料、利用さ

れなくなった資料、取寄せた資料などを運ぶ専用車のこと。  

  目黒区では、火曜日～日曜日の午前午後の２便運行されている。  
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  その他に、週３回各館に大量の資料を送付する資料便がある。  

  また、都立中央図書館との相互便も週 2 便運行されている。  

 

＊  ７  ヤングアダルト  

 児童と成人の間の、中学生と高校生の時期の対象者のこと。  

目黒区立図書館では主に「YA」の略称を使用している。  

 中高生が必要とする資料や利用形態を考慮して、目黒区立図書館で

は専門のコーナーを設置している。  

  また、交流のために広報誌「OMAKE no いっぽ」を、中高生を

中心としたボランティアで編集・発行している。  

 

＊  ８  公立図書館の基本理念  

 出典：図書館の自由に関する宣言  

 （昭和 29 年採択  昭和 54 年改訂）  

     教育基本法  第三条、第四条  

（平成 18 年１２月２２日法律第１２０号）  

社会教育法  第一条、第三条  

（昭和２４年６月１０日法律第２０７号、  

最終改正：平成２８年５月２０日法律第４７号）  

     図書館法  第一条  

     （昭和２５年４月３０日法律第１１８号、  

     最終改正：平成２３年１２月１４日法律第１２２号）  

     ユネスコ公共図書館宣言  公共図書館（平成 6 年１１月採択） 

 

＊  ９  「人権と平和を尊重する」「環境と共生する」「住民自治を確立

する」  

  出典：目黒区基本構想  はじめに（令和３年３月）  

 

＊１０  「学び合い成長し合えるまち」   

  出典：目黒区基本構想  第５章  基本目標  基本目標１（令和 3 年

3 月）  

 

＊１１   誰にとっても、いつでも、いつまでも「心地よい」と感じる

ことができるまち  

  出典：目黒区基本構想  第３章  まちの将来像  〈将来像の考え方〉

より抜粋（令和 3 年 3 月）  

 

＊１２  さくら咲き  心地よいまち  ずっと  めぐろ  

  出典：目黒区基本構想  第 3 章  まちの将来像  〈将来像〉（令和 3



- 9 - 

 

年 3 月）  

 

＊ １３  他の図書館との相互協力  

  都立中央図書館を中心とした、都内公立図書館の相互貸借のネット

ワークのこと。  

  都内の他自治体にある目黒区未所蔵の資料を借り、また、目黒区に

所蔵があり他の自治体に所蔵の無い資料を貸す。  

  都内公立図書館では用意できない資料については、国立国会図書館、

都外の図書館、専門図書館や大学図書館などと連携し、可能な限り資

料の相互貸借を行っている。  

 

＊１４  インターネットメディア  

  図書館ホームページ、掲示板、ブログ、SNS（ソーシャルネットワ

ークサービス）などの、インターネットを通して情報を発信、または

相互コミュニケーションの構築を行う仕組みのこと。  

 

＊１５  データベース  

  目黒区立図書館には、朝日新聞、読売新聞、中日新聞・東京新聞な

どの新聞記事データベースや、法情報総合データベース、ジャパンナ

レッジ（辞典・事典データベース）、国立国会図書館歴史的音源、国立

国会図書館デジタル化資料など、情報収集のためのコンピュータデー

タベースが用意されている。  

  八雲中央図書館のデータベース専用端末で利用できるほか、国立国

会図書館歴史的音源は大橋図書館でも利用できる。  

 

＊１６  情報への公共アクセス  

  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）ゴール１６「平和と公正を全ての

人に」  

ターゲット 16.10「国内法規及び国際協定に従い、情報への公共ア

クセスを確保し、基本的自由を保障する。」  

 

＊１７  レファレンスサービス  

  利用者から、調べている事や資料について聞き取りをし、課題解決

のための情報を提供するサービスのこと。参考業務ともいう。  

  図書館では、鑑定、診断などの意思決定や判断はできないが、相談

者が課題を解決するための情報を幅広く提供し、判断材料を揃えて解

決の支援を行う。  

 

＊１８  「文字・活字文化」  
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  出典：文字・活字文化振興法  

（平成 17 年 7 月 29 日法律第 91 号）  

 

＊１９  地域の身近な情報  

  郷土資料、古文書、地図、行政資料、目黒に関するパンフレット、

催し物などのチラシ、目黒区関連情報が掲載されている折り込みチラ

シや新聞切抜きなど。  

 

＊２０  ライフステージ  

  人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年（成人）期・老

年期などのそれぞれの段階のこと。  

  図書館の利用形態は利用者の各ライフステージにより変化するので、

それぞれに対応するサービスが必要とされる。  

  幼年期は保護者と来館し、大人の読み聞かせによって絵本等を読む。 

児童期から自分で好きな本を選んで読むようになり、青年期、壮年

期と利用する資料が変化する。子どもができれば、その子のために絵

本や児童本を再び利用し、老年期になれば、また利用する資料が変化

する。  

  また、人生のいろいろな出来事（入学、就職、転居、結婚、出産、

相続等）により、必要とされる情報が変化し、利用する資料も変わっ

ていく。  

 

＊２１  様々な人に対応したサービス  

  「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリア

フリー法）が、令和元年 6 月に公布・施行された。  

目黒区立図書館では、活字形式で日本語で書かれている本や雑誌な

ど、一般的な資料の提供のほか、これらの資料の利用が困難な方々に

対して、以下のような多様なサービスを提供している。  

乳幼児⇒おもちゃ・赤ちゃん絵本コーナー・赤ちゃんおはなし会  

高齢者⇒大活字資料コーナー・朗読ＣＤ資料  

障害者⇒録音資料・点字資料・デイジー資料・大活字資料コーナー  

     ・拡大読書器・対面朗読・配本サービス  

外国人⇒外国語資料コーナー・外国語利用案内・ホームページの自動

翻訳機能（英語・中国語・ハングル）  

 

＊２２  多様な利用形態に合わせた運営の工夫  

  八雲中央図書館では、乳幼児を連れた家族連れや、学習のために来

館した利用者に会議室を開放する時間を設定し、また、グループ学習

に対応できるコーナーを設置している。今後も、多様な利用者が気兼
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ねなく図書館利用ができるよう、必要に応じて効果的な運営の工夫を

進めていく。  

 

＊２３  新しい図書館サービスの可能性を探る  

 書籍、デジタルコンテンツ等の形態にとらわれず、多様な資料をバ

ランスよく収集する。  

また、図書館の持つ情報資源を、様々な視点から活用を図る。  

 

＊２４  ボランティア  

  目黒区立図書館では、おはなし会の読み聞かせグループ、音訳グル

ープ、点字作成グループ、YA 広報誌編集者などのボランティアが活

動している。  
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