
 

北海道における相互貸借の現状と課題について 

－平成 19 年度全道図書館研究集会からの報告－ 

 

北海道立図書館業務課 

桑原 裕子 

■はじめに 

 ・研究集会の概要 

【資料１】平成 19 年度全道公共図書館研究集会《開催要項》 

     

期 日：平成 19 年 10 月 11 日（木）～12 日（金）  会場：札幌市中央図書館 

参加人数：51 名 

      テーマ 「利用者の要求に応える －収集と相互貸借－」 

     －日程－ 

    「資料の購入から提供までを知ろう」  13:10-14:00 

報告① 札幌市中央図書館奉仕係長 小田原 孝司  氏 

報告② 北海道立図書館資料課主査 須之内 美智代 氏 

質疑  

「道内アンケート実施報告」  14:05-14:45 

報告① ILL 本格実施および貸出条件調査 

                     北海道立図書館参考調査課長  佐藤 良雄 氏 

報告② 道内相互貸借送料に関する調査 

                          北海道立図書館奉仕課長    伊藤 信彦 氏 

グループ討議「相互貸借のルールとマナーをめぐって」  15:00-17:00 

コーディネーター 訓子府町図書館係長  山田 洋通 氏 

 小グループに分かれて、意見交換をする。 

（2 日目） 

グループ討議（発表）  9:30-10:40 

全体討議「より良い相互協力を考える」  10:50-11:50 

     コーディネーター 訓子府町図書館係長  山田 洋通 氏 

 

 

【資料２】北海道の図書館 

人 口 面 積 市町村数 図書館数 設置率（市・町村平均）

５，６３２千人 
（京都府２，５６５人） 

８３，４５６K ㎡
（４，６１３K ㎡）

１８０ 
（２８） 

１４４  
（６５）  

５５．６％ 
（７８．６％） 

  （資料：総務省 HP「日本の統計」、日本図書館協会編『日本の図書館２００６』） 
 

・北海道の特徴  

① 広大な面積 → 物流の難しさ 

② 市町村数の多さ → 意思統一の難しさ 

③ 図書館設置率の低さ → 規模の格差、職員配置の難しさ 

 

 

■ 研究集会の開催にあたって《その背景にあるもの》 

 

 ①相互貸借の増加 

②貸出申込みの際のルール違反または煩雑さ 

③全道的な話合いの場の要望 

④貸出申込み条件の格差 

s-nakash
スタンプ



【資料３】全道相互貸借数推移 
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　　　　年　　度 16 17 18
貸出冊数(図書館） 28,366 29,767 28,577
　　　　　　（図書室） 494 622 729 約1.5倍
　　　貸出計 28,860 30,389 29,306
借受冊数（図書館） 47,769 52,786 58,575
　　　　　　（図書室） 9,656 7,416 9,512
　　　借受計 57,425 60,202 68,087 2年間で約10,000冊の増
道立協力貸出 32,305 37,725 41,540 　　〃　　約3割増  
 

 

【資料４-①～④】北海道における相互貸借の基礎資料 → 別添 

①「北海道図書館振興協議会相互貸借規程」（平成 17 年 6月） 

 送料は片道相互負担とする。 

②「相互貸借〈検索と申込み〉の基本原則」（『北海道相互協力検討委員会報告』（平成 16 年 11 月））  

 道立図書館を最初に、その後は近隣から順番に 

③「資料借受申込書」（『北海道相互協力検討委員会報告』） 

④「道内市町村立図書館（公民館等）貸出条件一覧」（『北海道相互協力検討委員会報告』） 

  貸出申込みの際記入すべきこと。新刊や雑誌、予約についてのルール 

    

■グループ討議から見えてきた現状と問題点 

 

【資料５】グループ討議とアンケートの結果から 

 主 な 意 見 

主に大規模（貸出が多い） 

グループ 

 

・ 業務量と送料の負担増加。道外からの申込みも増加している 

・ 相互貸借には「お互いさま」という意識であたっている 

・ 身勝手な申込みがある。ルールが守られていない 

・ 相互貸借はまず道立図書館へ、を徹底してほしい 

・ 一館から連日の申込みがあり、すぐに発送ができない 

・ 文庫や新刊への申込みも多く苦慮する 

・ 分館などとの分担収集に努めているが限界がある 

主に小規模（借受が多い） 

グループ 

・ 近隣に大規模な図書館がなく、ルールに従いにくい 

・ 近隣から申し込むのが基本だが、集中を避けるためにわざと遠 

くの図書館を選ぶこともある 

・  何処まで近隣か迷う 

・ 申し込みの記載条件が多い、本当に必要なのか 

・ 新刊の貸出条件が不明瞭 

・ いつも借りてばかりで遠慮がある 
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共通 ・ 他の図書館の実情を知る機会がない 

・ 利用者の要望の多様化についていけない、収集方針との齟齬 

が感じられる 

・ リクエストに慣れた特定の利用者への対応に苦慮している、同じ 

ような本ばかり購入できない 

・ 道立に購入希望すべきか、借受にするべきか迷う 

・ 道立図書館に必要な資料がそろっていれば、市町村の相互貸借 

にかかる負担が減るはずだ 

・ 「最低限これだけ書けば」という、統一した貸出申込み条件がほ 

しい 

コーディネーター から 

・ 問題の共通の背景に資料費不足 

・ 資料提供は、まず自館購入の努力が基本である 

・ 市町村はあくまでも自館が優先であり、道内の相互貸借の主役は道立図書館 

 

 

■課題解決への方向性 

 

  道内図書館のセンター館として道立図書館に期待される役割 

 

1. センター館としての収集と保存 
                →“くっだらない本”と地域資料への責任 

 

2. 相互貸借のルールの徹底と申込み様式の問題 
「相互貸借〈検索と申込み〉の基本原則」の徹底  

→ 市町村図書館の担当者変更などに留意し、毎年広報する 

  各図書館の貸出条件の現状分析     

 →利用しやすい、理解の得られる様式の模索 

 

 《ILL 本格稼動時の貸出申込み条件調査から》（分析の途中経過） 

 

■市町村の相互貸借対応 （1 館はすべてが応相談） 

市町村数 貸借可能 道立から借受のみ 不 明   

180 116 50 14

                  

■申し込み方法 （ＦＡＸは共通） 

ＦＡＸ 電話 郵便 メール ILL 

115 74 57 39 19

      

■申込み時の必須記載条件 

（書誌事項（書名、著者名、出版者、出版年）は共通） 

分館名 請求記号 資料番号 所蔵場所 大きさ 

25 40 40 27 16 
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■項目数 （項目数１は書誌事項）  

1 項目 2 項目 3 項目 4 項目 5 項目 6 項目 

67 9 9 10 9 11 

 

   

必要項目数（館）

67

9

9

10

9

11

1項目

2項目

3項目

4項目

5項目

6項目

 
 

3. 購入希望（リクエスト）と「収集方針」の問題 
市町村の迷い…自館購入か？相互貸借か？道立図書館への購入希望か？  

→道立図書館の購入希望実績を開示し、リクエストし易くする 

 

  ＊＊＊「収集方針」の問題（市町村）＊＊＊ 

収集方針に合わないので購入できない  

→現在の自館の収集方針は、地域住民の利用に即しているか？ 

 

4. 情報交換の場の問題 
相互貸借は「互恵の精神」で成り立つ →気持ちよく相互貸借する、お互いの状況を知る 

継続的な研究協議の場を持つ →各地方の研究協議会、全道の研修会など 
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