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評価の高い図書館事例一覧

図書館 複合施設名 所在地 運営者
延べ床面

積(㎡)
開館時間 休館日 開館

参考 宝塚市立中央図書館 ベガ・ホール併設
兵庫県

宝塚市
市直営 3,227

9:30－18:00

（金－19:00）

水曜日、館内整理

日、年末年始、特別

整理期間

1980年10月

1 都城市立図書館 Mallmall まるまる
宮崎県

都城市

MALコンソーシアム

〔㈱ヴィアックスほか〕
8,046 9:00－21:00 定期休館なし 2018年4月

2 大和市立図書館
文化創造拠点シリウス

（YAMATO文化森）

神奈川県

大和市

JVやまとみらい

〔図書館はＴＲＣ〕
5,350

9:00－21:00

（日祝 －20:00）
12月31日、1月1日 2016年11月

3 海老名市立中央図書館 （館内に蔦屋書店）
神奈川県

海老名市

CCC、TRC（共同事業体）→

CCC単独
3,579 9:00－21:00 年中無休

2015年10月

(リニューアル)

4 岐阜市立中央図書館
みんなの森

ぎふメディアコスモス

岐阜県

岐阜市
市直営 9,210 9:00－20:00

毎月最終火曜日、年

末年始、蔵書点検実

施日

2015年7月

5 金沢海みらい図書館
石川県

金沢市
市直営 5,439

10:00－19:00

(土日祝 －17:00)

水曜日、年末年始、

特別整理期間
2011年3月

6 武蔵野プレイス
東京都

武蔵野市
武蔵野生涯学習振興事業団 9,810 9:30－22:00

水曜日、年末年始、

特別整理期間
2011年7月

7 伊万里市民図書館
佐賀県

伊万里市
市直営 4,374

10:00－18:00

(金 －20:00)

月曜日、一部祝日、

館内整理日、年末年

始、特別整理期間

1995年7月



都城市立図書館（Mallmall まるまる内）

所在地：宮崎県都城市（約167,000人）

立地　：JR 西都城駅から徒歩 12 分

運営者：MALコンソーシアム

　　　　〔㈱マナビノタネ、㈱ヴィアック

　　　　ス〕（指定管理者）　

開館：2018年4月

延床面積：8,046平方メートル

開館時間：9:00－21:00

休館日：定期休館なし（施設の保守点検、図書整

　　　　理等による臨時休館あり）

沿革　宮崎県立都城図書館を前身とする旧都城市立図書館本館を、町の中心部にあった

ショッピングモール跡地へ移転、リノベートしたうえで、2018年4月に複合施設の中心施

設として新装開館した。

経過・現状　指定管理化以降、それまでの毎週月曜日、祝日、館内整理日、年末年始等の

休館日を廃止して年中無休とし、開館時間も「9:30-18:50」から「9:00－21:00」としてい

る。また、予想を超えて市境、県境を越えて来館する利用者に対応するため、利用登録の

枠を撤廃し、国内在住であれば誰でも利用登録ができる。

施設の概要　複合施設「まるまる」には他に、未来創造ステーション、まちなか交流セン

ター、保健センター、子育て世代活動支援センター「ぷれぴか」が入り、図書館内にも

ギャラリ－やホール、「プレビュースタジオ」、「こどものにわ」などを備える。

参考となる取組　全体のプロデュースを務めたマナビノタネ、森田代表は、「図書館は地

域の記憶を残し、伝える場となることも1つの使命。一般的に本が好きなのは市民の2割と

いわれるが、少なくとも6割から8割ぐらいの人が訪れるようでなくてはいけない」と語

り、館内には、市民が大事だと思う地域のことを編集・印刷してオリジナルの冊子などを

制作できる「プレススタジオ」、市民が見計らい本（購入前）を手に取り投票して購入す

る本を決めるコーナー「ショーケース」、テーブルと椅子を並べた、10代だけが使える青

少年専用スペース「ティーンズスタジオ」など、従来の図書館にはない仕掛けを備える。



大和市立図書館（文化創造拠点シリウス内）

所在地：神奈川県大和市（約235,000人）

立地　：大和駅（小田急・相鉄）徒歩3分

運営者：JVやまとみらい （TRCが中心）

　　　　（指定管理者）

開設：2016年11月

延床面積：3,342平方メートル

開館時間：9:00－21:00（日祝 －20:00）

休館日：12月31日、1月1日

施設の概要　「文化創造拠点シリウス（SiRiUS）」は大和駅近く、地上6階・地下1階から

なる再開発ビル「YAMATO文化森」内にある。建物の外から出入りする1・2階の一部を除

いた大部分を図書館・芸術文化ホール・生涯学習センター・屋内こども広場などからなる

シリウスが占め、その西棟の3階から5階までを図書館が占めるほか、1・2階の市施設共用

部分にも一部、図書館の書架と閲覧席が設けられている。1階のエントランスにはスター

バックスが直営店を出店している。

沿革　町立図書館時代から使用していた旧図書館を1982年に移転し新図書館を開館。さら

に2016年11月、文化創造拠点SIRIUSに、指定管理者「やまとみらい」が運営する新図書館

を開館した。「やまとみらい」には、図書館流通センター（TRC)を代表企業に、㈱サント

リーパブリシティー、㈱小学館集英社プロダクション、㈱横浜ビルシステムなど６社が参

加する。

経過・現状　市の公式サイトは「図書館城下町 大和市・図書館のまち」となっており、図

書館を町づくりの中心に位置づける市の一つである。大和市はSIRIUSの来館者数について

「図書館や図書館を含む複合施設の年間来館者数としては『日本一』の記録」とし、また

東名高速道路から見える場所に「日本一の図書館の街 大和市」と書かれた横断幕が掲げら

れている。指定管理以降、開館時間「9:00ー20:00」は 21:00までに延長された。

参考となる取組　飲料だけでなく食べ物も持ち込み可の「市民交流ラウンジ」（2階・有料

／2時間ごとに100円）や「市民交流スペース」（6階・無料）など館内に約800席の座席を

設け、平日の夕方などは多くの席が高校生や大学生などの若者で埋まる。



海老名市立中央図書館

所在地：神奈川県海老名市（約131,000人）

立地　：海老名駅(小田急・相鉄・ＪＲ)

　　　　徒歩７分

運営者：カルチュア・コンビニエンス・

　　　　クラブ株式会社／図書館流通

　　　　センター（指定管理者）

開設：2015年10月

延床面積：3,342平方メートル

開館時間：9:00－21:00

休館日：年中無休

沿革　2011年から図書館2館の運営業務を図書館流通センター (TRC) に委託、2014年から

はカルチュア・コンビニエンス・クラブ (CCC) および TRC の共同事業体が指定管理者と

なって、2015年10月1日にリニューアルオープンした。

経過・現状　改装前は1階と2階のみが図書館フロアだったが、改装後は地下1階から地上4

階までが図書館スペースとなった。「TSUTAYA図書館」としては武雄市に次ぐ２例目の図

書館で、改装後の利用は大きく伸びたが、武雄市で問題となった諸々の事態がここでも発

生し、住民訴訟が提起された。開館時間は8:30－19:00から9:00－21:00に延びた。

施設の概要　1階には蔦屋書店とカフェを併設し、蔦屋書店では雑誌600タイトルや雑貨を

販売、2階は「食」を中心とした「ライフスタイルライブラリー」、3階には、約90席の学

習室を設置、4階の「キッズライブラリー」には、直通エレベーターで大人のフロアを通る

ことなく、子どもがアクセスできるようになっており、授乳室や遊具のあるテラスも設け

られている。閉架書庫だった地下1階には読書スペースを設けている。

参考となる取組　スターバックスの入る1階では書籍の販売も行っており、図書館というよ

りブックカフェ。1階のほとんどは販売スペースだが、奥に行くと図書室スペースがあり、

貸出用書籍と販売用書籍が向き合って書架に納まる。また、図書館の図書は、全て、もう

一つの目玉である「ライフスタイル分類」という独特の分類法で配架されている。



岐阜市立中央図書館(みんなの森ぎふメディアコスモス内)

所在地：岐阜県岐阜市（約413,000人）

立地　：岐阜駅より北へ約2km、徒歩約25分

　　　　バス停下車すぐ

運営者：岐阜市直営

開設：2015年7月

延床面積：9,210平方メートル

開館時間：9:00－20:00

休館日：毎月最終火曜日、年末年始（12月

　　　　31日～1月3日）、 蔵書点検実施日

沿革　1958年開館の市の中心部にあった岐阜市立図書館（本館）を移転、新設した。JR・

名鉄岐阜駅から２km離れた地点に位置し、立地的には旧図書館より不便になったが、利用

のうち40歳以下の割合が６割を占める。

経過・現状　「滞在型図書館」をキーワードとし、乳幼児、小学生の子どもがいる20代・

30代の親、中高生、青年の利用者層の開拓に努めている。児童書エリアと他のエリアを隔

てる壁やガラスなどはなく、来場者のうち6割は女性である。開館から1か月半で新規登録

者数は1万人を越え、うち40歳以下の貸出者率は59.6%で、2014年度の29.7%から倍増し

た。

施設の概要　岐阜市立中央図書館を中核施設とする複合施設「みんなの森　ぎふメディア

コスモス」の2階部分を占める。1階には、市民活動交流センター、多文化交流プラザ、展

示ギャラリー、開放書庫、ローソン、スターバックスが入る。スターバックスは直営の公

立図書館内では最初の出店。

参考となる取組　目標の年間来館者数１００万人を達成するには、図書館に来ていない層

を開拓する必要があると考え、目指す図書館は、不特定多数の人たちが来てセレンディピ

ティ（思いがけないことの発見）が起きる屋根のついた公園と捉える。また、「子どもの

声は未来の声」という旗を掲げ、児童書と他のエリアを隔てる壁をなくし、小さな子ども

が少しざわざわしたとしても見守ってほしい、子どもたちの成長に長く関わるために、こ

ういう考え方を持っている図書館であると宣言する。



金沢海みらい図書館

所在地：石川県金沢市（約455,000人）

立地　：バス停から徒歩1分

運営者：金沢市直営

開館：2011年5月

延床面積：5,439平方メートル

開館時間：10:00－19:00

　　　　（土日祝 －17:00）

休館日：水曜日、年末年始(12/29-1/4)、

　　　　特別整理期間

沿革　金沢市の図書館はほぼ同規模の館が複数あることを特徴としており、海みらい図書

館は3番目の大規模図書館として2011年5月に開館、デザイン性の高さを評価され「世界の

素晴らしい公立図書館4館」（英国BBC／2013年)、「世界の魅力的な図書館ベスト20」

（米旅行ガイドサービス／2014年）などを受賞している。

経過・現状　利用者数の年間目標は40万人に設定されたが、開館から1年4か月後の2012年

9月には利用者数が100万人を突破し、延べ3万人以上が交流ホール・集会室などの貸しス

ペースを利用した。立地の不便さにもかかわらず、2012年11月時点で入場者数は想定の

1.5倍を記録しており、30代以下の若者の利用が多い。

施設の概要　単独施設だが、館内には、交流ホール、集会室、グループ活動室などを備

え、地域の交流施設としての機能も有する。石川県内の公立図書館としては初めて自動化

書庫を導入、1階の総合カウンターには自動貸出機を設置しており、貸出冊数の約90%は自

動貸出機で貸し出されている。

参考となる取組　海に近く、北前船の海運業が栄え、そこからものづくり産業が発展した

土地柄であることから、「海・ものづくり」に関連する蔵書の収集を特色とする。また、

大学や海上保安庁との連携によるイベントの開催や、金沢２１世紀美術館との連携によ

り、美術館で所蔵している作品を展示するなど「連携・協働」を二つ目のキーワードとす

る。



武蔵野市立ひと・まち・情報創造館 武蔵野プレイス

所在地：東京都武蔵野市（約144,000人）

立地　：武蔵境駅南口徒歩1分

運営者：武蔵野生涯学習振興事業団

　　　　（指定管理者）

開設：2011年7月

延床面積：9,810平方メートル

開館時間：9:30－22:00

休館日：水曜日、年末年始、特別整理期間

施設の概要　図書館、生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援の4つの機能を備えた

複合機能施設。図書館は地下2階から2階までを占め、 1階には予約棚とカフェ、約560誌の

雑誌の最新号と新聞30紙を配置したマガジンラウンジ、2階は家族で楽しめる生活関連の

図書と児童書、地下1階は落ち着いて読書や調べものができるメインライブラリー、地下2

階は芸術・美術系の図書9,000冊とヤングアダルト向け図書約6,000冊を備えたアート＆

ティーンズライブラリー。図書館の機能を意図的にばらして各階に分散配置してある。

沿革　2011年7月、市域の西部、武蔵境駅前に旧西部図書館に代わる市内3つ目の図書館と

して新設開館、中央図書館ではないが延床面積は最大である（中央図書館 7,548㎡）。ま

た、他の2館が市の直営であるのに対し、武蔵野プレイスのみ指定管理者、公益財団法人武

蔵野生涯学習振興事業団を運営母体としている。

経過・現状　開館以来、入館者は増え続け、2015年度には年間175万人を超えた。奇抜な

建築が評判を呼び市外からも大勢の人が訪れ、1日に来館者が9,000人を超えることもあ

る。開館時間も直営2館が平日9:30－20:00、土日祝9:30－17:00であるのに対し、ここのみ

全日9:30－22:00。貸出冊数も最も多い。

参考となる取組　カフェには蔵書の持ち込みを可能とし、夕方の17時以降はアルコールを

提供、青少年の利用に配慮して飲食やゲームを認める場を用意するなど、従来は公共施設

にあまり縁のなかったビジネスパーソン、青少年などの層にも目を向ける。



伊万里市民図書館

所在地：佐賀県伊万里市（約56,000人）

立地　：伊万里駅から徒歩10分

運営者：伊万里市

開設：1995年7月

延床面積：4,374 平方メートル

開館時間：10:00－18:00

　　　　（金　 －20:00）

休館日：月曜日、一部祝日、館内整理日、

　　　　年末年始、特別整理期間

沿革　1954年（昭和29年）4月に開館した旧図書館を前身とし、1995年（平成7年）に新

築し現在地にオープンした。建設に際し「伊万里をつくり　市民とともにそだつ　市民の

図書館」という目標を設定し、行政と市民が一緒になって勉強し構想を練った。

経過・現状　開館以来一貫して「市民参加の図書館づくり」を標榜しており、公民館や文

化ホールとの複合施設と異なり、館内全ての施設を直接図書館が管理することで、図書館

資料とボランティアが結びつくような幅広い多様な活動が可能となっている。

施設の概要　敷地内には、階段状の座席に変更できるホールや特別展示室・展示ホールな

ど、市民が利用できる施設が多く設けられ、子ども開架室にはピアノがある。開架室から

館外のテラスへは扉を通って自由に行き来ができ、本の閲覧のほか飲食もできる。館内の

カフェテリア、福祉喫茶「あおぞら」では軽食や飲み物が提供される。

参考となる取組　館内で本を読める「閲覧コーナー」やテレビを設置した「くつろぎコー

ナー」などを各所に配置し、「滞在型図書館」として機能している。また、会費で運営さ

れるボランティア団体が、図書館活動をサポートし、講演会や古本市、イベントの企画・

実施、会誌の発行を行う。他に10の団体が存在し、図書館の活動を支援する。

市域が広いため、大小2台の移動図書館車で72か所（保育園・幼稚園、小学校・中学校・

養護学校、公民館、病院・健老施設、JA・企業、その他）を月に2～3度巡回、図書館利用

者の2割は移動図書館による。


