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平成 29年（2017 年）3月  Ｎｏ．７２ 

 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、

約１年を迎えます。福岡県立図書館では、障害を理由とする差別の

解消に向けて、様々な取り組みを行いました。 

※P 2～3 に関連記事があります。 

障害者差別解消法 

施行１年をふりかえる 

筆談ボード 
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はじめに                      

平成 28 年 4 月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称「障害者差

別解消法」）」が施行されました。これにより、図書館などの公的機関においては、障害の

ある方が、公的機関の利用に際して支障をきたすことがないように、合理的配慮の提供と

基礎的環境整備が求められることとなりました。 

福岡県立図書館では、障害者サービス検討チームを立ち上げ、従来実施してきた障害者

サービスを見直し、図書館利用に支障がある方に対して、利用しやすい図書館の在り方を

話し合いました。 

今回は、当館の障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みをご紹介します。 

 

障害者サービスの見直し               

県立図書館における従来の障害者サービスは、視覚に障害がある方に対して、録音図書

や大活字本など、資料の提供を中心とするものでした。今回、そうした方だけではなく、

図書館の利用に支障があるすべての方が図書館を利用しやすくなるように、「福岡県立図書

館障害者サービス実施方針」を全面的に改訂して、障害のある利用者との円滑なコミュニ

ケーションを図るためのサービスの実施や、ＬＬブック、マルチメディアデイジーなどの

資料の収集、障害に対応した設備の改善などを行うこととしました。 

また、指針の改訂と並行して、福岡県立図書館職員用マニュアル「図書館利用バリアフ

リーガイド」を新たに作成しました。これは改訂した指針に基づき、窓口や電話、図書館

で行う講演会での応対の方法や、視覚障害や聴覚障害など様々な障害に応じたそれぞれの

対応方法、災害時の支援など、図書館職員としての対応方法を 7 項目にわたって整理した

ものとなっています。 

 

図書館内の施設設備や読書支援機器等の点検      

これまで県立図書館では、視覚に障害がある方に対して、

録音図書や大活字本、布の絵本などの資料提供を行ってきま

した。また、図書館内でのサービスとして、老眼鏡やルーペ

の貸出、筆談ボードの設置、拡大読書器・インターネット読

み上げ機能付きのパソコンの提供を行ってきました。 

このような図書館内の施設設備を見直し、図書館で読書を

しやすい環境を整えるにはどのようにしたらよいか点検を行

いました。この結果、窓口でのコミュニケーションを円滑に

行えるように、「コミュニケーションボード」を新たに作成し

て窓口に準備しました。 

 

 

 

モニターを新しくした拡大読書器

を第１閲覧室に設置しました 

 

 

障害を理由とする差別の解消に向けた取り組み 

～すべての方に図書館利用を～    
 

図書館サービス 
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「コミュニケーションボード」とは、話し言葉でのコミュケーションが困難な方や、外

国の方とのコミュニケーションを支援するためのものです。コミュニケーションボードに

書かれたイラストや言葉などを指さすことによってお互いの意思を伝え合います。 

特に、貸出や返却といった図書館で想定されるコミュニケーションがスムーズに行える

ように作成しました。 

 また、障害により視野が狭くなった方や、行が見づらい

方などにとって文字が見やすくなる器具「リーディング

トラッカー」を、同じく窓口に準備した他に、耳がよく聞

こえない方との円滑なコミュニケーションのための「携

帯助聴器」を第一閲覧室の窓口に準備しました。 

この他、第一閲覧室、郷土資料室及び子ども図書館に入

口からカウンターまで誘導する点字ブロックを整備しま

した。 

さらに、職員を対象とした手話の研修を実施するなど、

図書館職員のコミュニケーション技術の向上にも努めて

います。 

現在、県立図書館で行われる研修会等では、会場での介助や手話通訳士の手配などの要

望について、適切に配慮することとしています。 

今後、やさしく読める LL 版の利用案内の作成・配布や、音声案内コードを付けた利用

案内の作成などを行う予定です。 

 

バリアフリーの本コーナー                

子ども図書館の「バリアフリーの本」コーナーに

は、さわる絵本、点字の絵本、大きな字の本などを

置いています。 

●「さわる絵本」…絵の部分が凹凸になっていて、

絵が見られない人もさわって楽しめます。 

●「点字の絵本」…字と並行して点字が打ってあり、

それを読んで物語を楽しむことができます。 

●「大きな字の本」…濃く太く大きな文字で書かれ

ており、小さな字を読むことができない人も物語

等を楽しめるように作られています。 

このコーナーは、子ども図書館の入口からまっすぐ

進んだところにあり、車椅子も通りやすいようにして

います。今後、点数や種類も増やしてさらに充実して

いきたいと考えています。 

 

 福岡県立図書館があらゆる方にご利用いただける

よう、今後も積極的に取り組んでまいります。 

 

 

（参考調査課・企画協力課） 

 

リーディングトラッカー 

てんじつきさわるえほん 

『じゃあじゃあびりびり』 

まついのりこ 偕成社 
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福岡県立図書館では、平成２８年６月６日・１０月３日・１２月５日～６日・平成２９

年１月３０日の全５回、「平成２８年度 福岡県立図書館資料整理保存研修会 指導者養成

講座」を開催しました。これまでの当館主催の資料整理保存研修会では、資料の製本・補

修の知識と技術の習得について、１日研修で、基礎的な内容の伝達と実習を行ってきまし

た。 

今年度は、県全体での補修技術の向上のため、各地区、各図書館で資料の補修知識と技

術の伝達を行うことができる指導者の育成を目指し、初めて全５回の連続講座を開催しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回の講座では、国立国会図書館から講師を招聘し、和紙を使った基本的な補修方法

を習得しました。第２回～第４回の講座では、実際に図書館でよくみられる破損資料の実

践的な補修方法を習得しました。資料の補修で大切なことの一つは、プレスと糊を乾かす

時間です。しかし、これまでの１日研修ではその時間を十分に取ることができませんでし

た。 

そこで、今回１２月５日・６日の２日間連続講座を開催し、１日目に補修した資料の状

態を２日目に確認することで、資料がうまく接着しないのは、糊の濃度が原因なのではな

く、乾かす時間が不足していたためであったこと、糊とプレスの大切さを体感してもらう

ことができました。 

第５回は長崎市立図書館から講師を招聘し、

バラバラになった資料を糸で綴じ直す方法を習

得しました。 

全５回、終日に及ぶ研修でしたが、受講生はと

ても熱心で向上心に溢れており、お互いの交流

と情報交換の場にもなりました。 

今後は、公共図書館司書のみならず、学校図書

館司書にも、補修知識と技術の伝達及びそれに

伴う用具の情報提供等の支援を行いたいと考え

ています。            （資料課） 

 

 

資料整理保存研修会 指導者養成講座   

  
 

司書のスキルアップ 

主な補修用品一式 

長崎市立図書館 浦川康子氏を講師に迎えて（第 5 回）      講師の実演を見て実技に挑戦！ 
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図書館には、病気や治療法、処方薬等、医療や健康に関する様々な質問が寄せられます。 

そのような質問に応えるため、県立図書館では「医療情報サービス」として、本館１階

に医療情報コーナーを設置し、医療や健康に関する基本的な資料を提供しています。 

医療情報コーナーでは、様々な医療機関・団体が発行している病気に関するパンフレッ

トやセミナーのチラシなどもご覧いただけます。 

また、本館２階カウンターでは、調べもののお手伝いを行っています。 

 

こうした図書館のサービスに加え、利用者の皆様が様々な医療・健康問題を解決する手

助けとして、専門家によるセミナーを企画し、国立病院機構九州がんセンターと共催で、

初めて「医療情報セミナー」を開催しました。 

今年度は「がんの不安を安心に」、「緩和ケア」というテーマで２回のセミナーを行いま

した。また２回目のセミナー終了後には、個別相談会を実施しました。 

セミナーは延べ２９名、相談会は５組の参加がありました。参加者は多くありませんで

したが、質疑応答やセミナー終了後の質問に十分な時間をとることができました。 

 

第１回のセミナーでは、「どんな治療があるのか？」、「医療費はどうしたらいいのか？」

「仕事は続けられるだろうか？」などがんと診断された際の不安に対して、患者・家族の

相談窓口や、医療費等の支援制度、情報収集方法について、看護師やメディカルソーシャ

ルワーカーが説明しました。 

 

第２回のセミナーでは、「緩和ケア」は終末期のケアではなく、がんと診断されたときか

ら始まることなど、緩和ケア認定看護師が分かりやすく説明しました。 

緩和ケアは、できるだけ普段通り自分らしく過ごすためのケアであるため、医師や看護

師、周りの家族や友人に「自分が何を大切にしているか、周りにどうしてほしいか」をき

ちんと伝えておくことが大事であり、病気になった時に限らず、いざというときのために

家族や友人と話し合っておくことを勧められました。 

 

講師の方が「がんの疑いがあると言われた

時から患者の苦痛は始まる」と言われていた

ように、参加者のアンケート結果や質疑応答

から、「まだ診断がついていないが、不安に感

じている」という方が多くいることがわかり

ました。 

今後も、そのような不安を少しでも解消す

るため、様々なテーマで医療情報セミナーを

実施してまいります。 

 

 

 

（参考調査課） 

 

 

医療情報セミナーの実施   

  
 

図書館サービス 

セミナーの様子 
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福岡県立図書館デジタルライブラリから 

「博多往古図」（大田資料 552） 

参考文献： 

池内淳「公共図書館における電子書籍サービス」（『情報の科学と技術』67 巻 1 号, 2017, p.25-29） 

 

 

 

 

デジタル化資料の提供                

公共図書館の電子資料提供サービスとして、①デジタルアーカイブ（貴重資料や郷土資

料等の所蔵資料等をデジタル化して保存・公開） ②電子書籍の貸出サービス（TRC-DL

やライブラリエ、OverDrive Japan 等のベンダーが提供）が挙げられます。また、③国

立国会図書館のデジタル化資料送信サービスへの参加を加えることもできるでしょう。 

利点と現状                     

電子資料提供サービスを導入するメリットには、 

○ 24 時間 365 日、ネットワークを通じて非来館型サービスが提供できる。 

○ 絵図、地図、古文書等の郷土資料について、原資料を保存しながら、電子媒体で閲

覧複写などの公開利用が可能となり、保存と利用の両立を図ることができる。 

等が挙げられます。 

平成 27 年度の文部科学省委託調査によると、電子化資料を利用者に提供している図書

館は日本全国で約 16％であり、また、米国の 94％の図書館が実施している電子書籍の貸

出サービスについては日本では 54 自治体の図書館が提供するにとどまっています。すな

わち、電子資料提供サービスは十分には普及していないのが現状です。 

 公共図書館の総資料費は、平成 12 年をピークに減少傾向にあり、先の文部科学省調査

でも、電子資料提供サービスを困難にしている一番の理由は、「財源の確保が難しい」（約

34%）となっています。 

福岡県では、県立を含め 61 自治体中６図書館等が、何らかの電子資料提供サービスを

行っています。（平成 28 年 2 月 4 日現在） 

県立図書館の電子資料提供サービス          

『黒田家譜』、『筑前国続風土記』、シーボ

ルト『NIPPON』、福岡県の近世絵図等の貴

重資料や、近代の市街図、絵葉書等の郷土資

料をデジタル化し、県立図書館ホームペー

ジのデジタルライブラリで公開中です。 

また、国立国会図書館のデジタル化資料

送信サービスに参加していますので、イン

ターネット公開されていない、絶版等の理

由で入手困難な資料、約１４２万点を利用

できます。 

 

 

 

 

（郷土資料課） 

 

 

 

資料のデジタル化による保存・公開 

地域を知るために 

 



7 

 

第 50 回福岡県地方史研究協議大会 

商圏の地域特性の見える化 

 

 

 

 

福岡県立図書館に事務局がある関連団体の一つに、福岡県地方史研究連絡協議会（略称、

福史連）があります。福史連は、郷土（地域、地方）史（研究）会等県内 35 会員（平成

29 年 3 月現在）からなる、「地方史の研究に関係ある機関・団体の相互連携を密にし、研

究成果の交流と資料及び情報の交換伝達を図り、福岡県を中心とする地方史研究の総合的

推進を目的とする」組織です。 

昭和42年11月に初めて開催された福岡県地方史研究協議大会を契機として結成され、

昭和 44 年２月、第２回大会に先立ち、発会総会を開き、会則制定、役員選出、事業等の

審議を行い、スタートしました。 

以降、事務局の設置、県内３地区（筑前・筑後・豊

前）での研究集会開催への支援など運営の整備が図ら

れ、平成 30 年に発会 50 周年を迎えます。 

現在、50 周年事業について、宗像・沖ノ島関連の

記念講演会と、諸事跡の集約や地方史を巡る福岡県内

の調査そして論考の掲載などからなる記念誌の発行

を柱としながら、事務局、会員・役員間で協議を重ね、

準備を進めています。       （郷土資料課） 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県立図書館では、収集している様々な分野の資料や、図書館を通じて入手できる資

料・情報を活用して仕事に役立ててもらう「ビジネス支援サービス」を行っています。 

その一環として、新聞等の有料データベースを契約し、利用者の皆様へ提供しています。 

今回導入した「市場情報評価ナビ（ＭｉｅＮａ）」（日本統計センター）は、住民基本台

帳等のデータを用いた地域の成長性、消費購買力等の評価・分析が可能なデータベースで

す。 

例えば、福岡市東区に「小学生向けの学習塾を開きたい」といった場合、対象年齢の子

どもがどのくらいいるか、教育費にどのくらいかけているかということについて、レポー

トや様々な条件で色分けされた地図の形式でみる 

ことができます。 

（右図：東区 10 歳未満の人口分布  

周辺 500ｍ、1ｋｍ、3ｋｍの表示も可能） 

店舗の立地選択や、その地域でどのようなサ

ービスが効果的か、という分析に役立ちます。 

福岡県内の公共図書館では当館のみで導入し

ていますので、ぜひ御利用ください。 

（参考調査課） 

 

 

発会 50 周年を迎える福岡県地方史研究連絡協議会 

 
 

   
 

関連団体 

 

 

マーケティングはデータベースで 

～「市場情報評価ナビ（ＭｉｅＮａ）」を導入～ 

  

 

 

   
 

ビジネス支援サービス 
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福岡県では、県民の幅広い文化活動を促

進し、本県文化の向上発展を図るため、文

化振興に顕著な功績のあった個人や団体

に「福岡県文化賞」を贈っています。 

「福岡県立図書館音訳の会」は 41 年の

長きにわたり、のべ 4,300 冊の録音図書

を製作する等、視覚障害者に対する読書普

及を通して、その生きがい及び生活の質の

向上へ貢献してきました。さらに、ボラン

ティア養成講座を開催し、その知識と技術

の継承に努めている等の功績が評価され、

昨年、第２４回福岡県文化賞<社会部門>を

受賞しました。 

文化賞贈呈式は、平成 28 年 11 月 30 日（水）にアクロス福岡にて行われ、受賞者の

方々の功績が華やかに顕彰されました。                  （資料課） 

       
 アクロス福岡での文化賞贈呈式にて、「音訳の会」の皆さんと来賓（白リボン徽章）の方 

（来賓） 

左から、安河内朗福岡県文化賞選考委員会委員長（九州大学大学院 芸術工学研究院長）、 

小川洋福岡県知事、中尾正幸福岡県議会議長 
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当館大場館長から「音訳の会」峰会長に花束を贈呈 

      （文化賞贈呈式にて） 

 

 

「福岡県立図書館音訳の会」が第 24 回福岡県文化賞を受賞   

 
 

図書館ボランティア 


