
【各市町村の状況】
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※赤字：令和元年度からの追記・修正箇所

図書館名 最近の動向・定例行事等（R2.8） データ（H30） ハード・運営・その他（R2）

東洋町立図書館

○甲浦公民館を物流サービス対象施設に追加

○介護施設等への配本の実施

○小学校への団体貸出（毎月）

【1人あたり貸出数】　0.61冊
【資料費】　　　　　  250千円
【蔵書冊数】　　　 12,894冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【運営形態】　直営
【館数】　1　物流拠点1

室戸市立市民図書館

○図書館情報システムを導入

〇WEB-OPACの公開と横断検索システムへの参加

○おはなし会や読み聞かせ、コーナー作りなどの実施

(サポーターと協力)

【1人あたり貸出数】　1.58冊
【資料費】         4,010千円
【蔵書冊数】　　　 81,329冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　NEC
【WEB-OPAC】　〇
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　1

田野町立図書館

〇規定等の整理・見直しに着手

〇選定支援用図書巡回展示を実施

○赤ちゃん向けおはなし会を実施

○県指定文化財岡御殿を活用した「岡御殿deおはなし

会」の実施

〇広報誌による情報発信

【1人あたり貸出数】　6.72冊
【資料費】        2,110千円
【蔵書冊数】　　　35,801冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　1
【その他】Instagram

安芸市民図書館
○童っこ（おはなし会）の実施

○子育て支援センターに読み聞かせを実施

【1人あたり貸出数】　2.30冊
【資料費】　　　　 3,978千円
【蔵書冊数】　　　 69,672冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　NEC
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　委託
【館数】　1

芸西村立図書館

〇WEB-OPACの公開と横断検索システムへの参加、読

書通帳機の導入、小中学校図書館とのネットワーク構築

等を検討中（コロナ対策交付金の活用）

○おはなし会の実施

【1人あたり貸出数】　5.04冊
【資料費】　　　　 1,497千円
【蔵書冊数】　　　 30,717冊
【専任職員数】　 1 人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【運営形態】　直営
【館数】　1

香南市図書館

・野市図書館

・香我美図書館

・夜須中央公民館

図書室

〇インターネット予約サービスを開始

○バリアフリー展示・映画会を企画

○子ども司書養成講座の実施（R2は中止）

○読書ボランティア養成講座

【1人あたり貸出数】　3.37冊
【資料費】         6,090千円
【蔵書冊数】     123,877冊
【専任職員数】　  1人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　2　公民館図書室1　
物流拠点2
【その他】読書通帳機

南国市立図書館

○新図書館を整備予定

・「建設整備基本計画」を策定（R2.3)

・設計業者選定プロポーザルを実施

〇移動図書館を廃止

【1人あたり貸出数】　2.51冊
【資料費】         7,200千円
【蔵書冊数】     106,090冊
【専任職員数】　  2人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　1
【その他】図書消毒機、読書通
帳機能、Twitter

市町村図書館等　状況表

6 香美市立図書館

・香北分館

・物部分館

○新図書館を整備中（R4開館予定）

・「基本設計」「実施設計」完了

・「サービス計画」策定準備を開始

・全蔵書の分類ラベル貼替え作業の開始（ボランティア

との連携）

〇インターネット予約サービスを開始

〇県立移動図書館の利用を終了（本館）

○蔵書の整理・除籍等について業務支援を実施

○子ども司書養成講座の実施（R2は中止）

【1人あたり貸出数】　3.67冊
【資料費】         2,546千円
【蔵書冊数】　　　 67,472冊
【専任職員数】　  3人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　3

9
土佐市立市民図書館

・宇佐分館

・戸浪分館

○土佐市複合文化施設「つなーで」開館（R2.2.22）

　・ホール、公民館、商工会等との複合施設

　・グループ室、対面音訳室あり

　・開館支援として長期一括貸出を実施

【1人あたり貸出数】　1.90冊
【資料費】　　　 10,939千円
【蔵書冊数】　　   93,800冊
【専任職員数】　  2人　　  

【図書館システム】　NEC
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　直営
【館数】　3

資料 ２
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No

11

15

16

18

図書館名 最近の動向・定例行事等（R2.8） データ ハード・運営・その他

土佐町立図書館

○NPOへの業務委託を終了
〇WEB-OPACを公開
〇図書館ホームページを開設
〇元・高知こどもの図書館長を学校図書館に配置（地域おこし
協力隊）し、学校図書館と一体的運営
〇選定支援用図書巡回展示を実施

【1人あたり貸出数】　2.49冊
【資料費】　　　　　  800千円
【蔵書冊数】　　　 20,419冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　ブレインテック
【WEB-OPAC】　〇
【図書館ホームページ】　〇
【運営形態】　直営
【館数】　1
【その他】フリーWi-Fi、
Facebook

梼原町立図書館

〇インターネット予約サービスの開始

〇横断検索システムへの参加

〇Twitterを開始

〇町内遠隔地域への出張図書館を実施

〇ライブラリーコンサートや認知症カフェ、ボードゲー

ムイベント等の企画を実施

【1人あたり貸出数】　5.01冊
【資料費】       10,920千円
【蔵書冊数】　　　 49,979冊
【専任職員数】　  4人　　  

【図書館システム】　K-PLEX
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　直営
【館数】　1
【その他】Twitter

四万十町立図書館

・大正分館

○図書館と美術館等の複合文化的施設整備中（R4開館

予定）

〇「基本計画」を策定(R2.2)

〇図書館情報システム変更の検討

○アドバイザーをアカデミック・リソース・ガイド

（ARG）に委託

○子ども司書養成講座の実施

【1人あたり貸出数】　2.74冊
【資料費】         5,005千円
【蔵書冊数】       71,704冊
【専任職員数】　 0 人　　  

【図書館システム】　ソフテック
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　2　物流拠点1

四万十市立図書館

・西土佐分館

〇インターネット予約サービス（在架予約）の開始

○おはなし会（英語のおはなし会あり）

○バリアフリー展示とバリアフリー映画会

○学校での読み聞かせ実施

○子ども司書養成講座の実施（R2は中止）

※指定管理者：株式会社図書館流通センター

【1人あたり貸出数】　4.79冊
【資料費】       11,100千円
【蔵書冊数】　　 158,666冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　指定管理
【館数】　2
【その他】図書消毒器、
Twitter、Facebook

10 須崎市立図書館

○新図書館を整備予定

・建設構想策定委託事業公開プロポーザルを実施

(R1.11)

・建設予定地の決定

〇WEB-OPACの公開と横断検索システムへの参加

〇基本構想策定業務を日本カルチャーデザイン研究所に

委託

○子ども司書養成講座の実施（R2は中止）

【1人あたり貸出数】　1.29冊
【資料費】         1,568千円
【蔵書冊数】　　　 36,610冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　〇
【図書館ホームページ】　△
【運営形態】　直営
【館数】　1

12 いの町立図書館

○本との出会い推進員（図書館配置）との連携による学

校図書館支援、移動図書館の運行

○本との出会い推進事業（読み聞かせ、食育講座等）に

よる関係機関との連携

○子ども司書養成講座の実施（R2は中止）

【1人あたり貸出数】　2.89冊
【資料費】　　　　 4,121千円
【蔵書冊数】　　　 91,969冊
【専任職員数】　  1人　　  

【図書館システム】　NEC
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　直営
【館数】　1　サービスポイント１
【その他】移動図書館、フリー
Wi-Fi

13 日高村立図書館 ○図書館ホームページを拡充

【1人あたり貸出数】　4.13冊
【資料費】　　　　 4,039千円
【蔵書冊数】　　　 36,768冊
【専任職員数】　  1人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　〇
【運営形態】　直営
【館数】　1

14 佐川町立図書館

○新図書館等複合施設を整備中（R5開館予定）

・住民ワークショップ、講演会の開催

・「基本計画」を策定予定（R2）

〇館長の公募

○アドバイザーをアカデミック・リソース・ガイド

（ARG）に委託

【1人あたり貸出数】　2.26冊
【資料費】         1,762千円
【蔵書冊数】　　　 31,334冊
【専任職員数】　  1人　

【図書館システム】　NEC
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【運営形態】　直営
【館数】　1

17 越知町立

   本の森図書館

〇文科省「子供の読書活動優秀実践図書館」大臣表彰

(R2.4)

○小中学校との連携（学校支援員が常駐し定期的な連携

会議あり）

○入院患者、介護施設への出張サービス実施

○地域おこし協力隊等との企画協力

【1人あたり貸出数】 2.85冊
【資料費】         1,250千円
【蔵書冊数】　　　 22,035冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】 I・TECソ
リュージョンズ
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【運営形態】　直営
【館数】　1
【その他】図書消毒機
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20

21
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No

24
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27

28

29

30

市町村名 最近の動向・定例行事等 データ ハード・運営・その他

黒潮町立図書館

・大方図書館

・佐賀図書館

○佐賀図書館移転（R2.4.1）

〇移転業務支援を実施

※指定管理者：NPO法人あかつき　

【1人あたり貸出数】  3.02冊
【資料費】        3,000千円
【蔵書冊数】      48,297冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　NEC
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　指定管理
【館数】　2

土佐清水市立

　　市民図書館

○医療・健康情報コーナーの設置（闘病記コーナー）

○ビブリオバトルの開催

○障害者サービスの実施

○土佐清水市読書感想文コンクールの実施

〇選定支援用図書巡回展示を実施

※指定管理者：NPO法人図書館結の会（H30～35年度）

【1人あたり貸出数】　3.22冊
【資料費】         3,441千円
【蔵書冊数】　　　 92,725冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　指定管理
【館数】　1
【その他】移動図書館、フリー
Wi-Fi、Facebook、雑誌スポン
サー制度

宿毛市立坂本図書館

○読み聞かせボランティア研修の実施

○図書館システム更新に向けた調査・情報収集

○読書会の実施（図書館職員も参加）

【1人あたり貸出数】　3.31冊
【資料費】         5,129千円
【蔵書冊数】　　　 92,850冊
【専任職員数】　  2人　　  

【図書館システム】　富士通
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　一部委託
【館数】　1
【その他】雑誌スポンサー制度

公　　　民　　　館　　　図　　　書　　　室　　　等

奈半利町

・町民会館図書室
○小学生を対象としたイベントの実施予定

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

北川村

・村民会館図書室

〇小規模多機能施設「ゆずの花」に図書コーナーを設

け、貸出等を実施

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

安田町

・文化センター図

書室

○ボランティアによる読み聞かせの実施（図書室・福祉

館で月1回）

○広報誌の作成(町内：1回/月、園学校：1回/1ヶ月又は

2ヶ月)

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

大豊町

・教育委員会

〇図書館整備の予定はない旨の議会答弁あり（R2.6）
〇町広報誌で物流サービスや遠隔地返却を紹介
○総合ふれあいセンターロビーに図書コーナーあり（協力貸出図
書の受取可能）

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

本山町

・本山さくら図書

室

〇病院との連携（入院患者への貸出等）
〇未整理資料の整理

【図書館システム】　I・TECソ
リュージョンズ
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

大川村

・ことな館

○地区別に行われる高齢者の集会での貸出、図書紹介
○利用者の自宅への出張貸出
○村内施設(山村開発センター、役場、診療所)に図書コーナー
の設置

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

19 津野町立図書館

・かわうそ館

・虎太郎館

○第2期図書館運営5か年計画（H29～33）策定

［目標値］蔵書数：55,800冊　貸出冊数：48,000冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1人あたり8.0冊）

○読み聞かせボランティア研修、読書会等実施

○子ども司書養成講座の実施（R2は中止）

〇図書消毒器導入予定

○インターネット予約サービスの開始（R2.9）

【1人あたり貸出数】　4.77冊
【資料費】         5,200千円
【蔵書冊数】　　   50,027冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　ソフテック
【WEB-OPAC】　○
【図書館ホームページ】　○
【運営形態】　直営
【館数】　2
【その他】移動図書館（巡回
車）、コーヒーの提供（セルフ、
有料）

23 大月町立図書館
○大月町立複合施設検討準備委員会を実施予定（R2.9）

・複合施設内に図書館を整備する予定

【1人あたり貸出数】　1.05冊
【資料費】　　　　　 461千円
【蔵書冊数】　　　12,516冊
【専任職員数】　  0人　　  

【図書館システム】　OEC
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【運営形態】　直営
【館数】　1

26

馬路村

・馬路村地区図書

室

・魚梁瀬多目的施

設

○図書室や教育委員会、防災センター等の入る多目的施

設を建設中（R3開室予定）

○図書室は役場隣のプレハブで運営中。

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　2
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No

31

図書館名 最近の動向・定例行事等（R2.8） データ（H30） ハード・運営・その他（R2）

中土佐町

・文化館図書室

・上ノ加江公民館

図書室

・大野見青年の家

図書室

○上ノ加江公民館建替え・開室（R2.8）

〇上ノ加江公民館、大野見青年の家の両図書室に、図書

管理用簡易システムを導入（文化館図書室も同システム

に変更）

〇文化館図書室の開室時間延長、職員体制を拡充（2

名）

【図書館システム】　I・TECソ
リュージョンズ
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　3

○傾向と特徴

 ①～③：ネット関連サービスの拡充

 ④～⑦：施設関係の動向

①WEB-OPACの導入（検討）する市町村の増加　

　・新たに導入した市町村：室戸市、須崎市、土佐町

　・導入の検討：芸西村

　・導入市町村立図書館数：１９/２４（未整備：東洋町、芸西村、佐川町、越知町、大月町）

　　　※参考　導入市町村立図書館数（H29）：１４/２３

②インターネット予約サービスの開始

　・開始市町村：５（香美市、香南市、梼原町、四万十市、津野町）

③SNSでの情報発信

　・SNS実施市町村：６（田野町、南国市、土佐町、梼原町、四万十市、土佐清水市）

④・土佐市複合文化施設「つなーで」（土佐市立市民図書館）の開館（R2.2.22）

　・黒潮町　佐賀図書館移転（R2.4.1）

　・三原村　中央公民館建替え・開質（R2.4.8）

　・中土佐町　上ノ加江公民館建替え・開室（R2.8）

⑤東洋町の「甲浦公民館」を物流サービス対象施設に追加

⑥中土佐町　文化館図書室の開室時間延長、職員体制を拡充（2名）

⑦大豊町　図書館整備の予定はない旨の議会答弁あり（R2.6）

32 三原村

・中央公民館図書

室

○中央公民館建替え・開館（R2.4.8）

・平屋建てで、図書室をはじめ教育委員会や会議室、ピ

アノ教室、調理室等を整備。

○地域の集会所に本の定期配達（利用者の高齢化に伴

い、単なる配達から読み聞かせにシフト。配達の際に

は、集会所の活動にも参加）

○学校での読み聞かせの実施（学校図書支援員が中心と

なり、読み聞かせボランティアや村の職員等に協力して

もらっている）

【図書館システム】　×
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【物流拠点数】　1

33 仁淀川町

・教育委員会

・仁淀教育事務所

・池川教育事務所

○中央公民館をコミュニティセンターに用途変更のうえ

耐震改修（R3.5開室予定）

・４階を図書室として整備

・図書管理用簡易システムを導入

・資料収集方針、規程等を検討

・町職員や住民等を対象とした選書会を実施

・開館までは町役場２階に図書室を設置

【図書館システム】　I・TECソ
リュージョンズ
【WEB-OPAC】　×
【図書館ホームページ】　×
【運営形態】　直営
【物流拠点数】　3
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