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2 図書館総合情報システムの更新にかかる基本方針 

2.1 基本方針策定の趣旨 

 三重県立図書館は、平成２３年度に改革実行計画「明日の県立図書館」を、さらに

平成２７年度にはその考え方を継承する「どこにも２つの図書館」を、そして平成３

１年度からは「どこにも２つの図書館」の方針を継続する「どこにも２つの図書館」

改訂版を策定し、さまざまな取組を進めています。 

 これらの計画では、全県域の県民の方々や、三重県に関心があるすべての方々を「お

客様」ととらえ、先進的で幅広い図書館サービスを提供することで、三重県全体の図

書館サービスの向上をめざすこととしています。その中で、三重県立図書館総合情報

システム（以下、「システム」という。）は、県立図書館の所蔵情報だけでなく、県内

４０以上の図書館の所蔵情報を一括して検索できるサービスとして、図書館ネットワ

ークの中核に位置づけられています。 

 現在のシステム構築にあたり、お客様へのアンケート、県内図書館へのヒアリング

等をおこないながら、システムを利用する方々の視点を取り入れ改善をおこなってき

ましたが、まだ不便な点が少なくありません。 

 今回のシステム更新にあたっても、引き続きシステムを利用する方々の視点を取り

入れる必要があると考えました。 

 これまでのお客様へのアンケート、県内図書館へのヒアリング等を参考に、現行シ

ステムの課題と求められる機能を整理し、システム更新の基本方針を策定することと

しました。 

 

2.2 現在の課題 

 アンケートやヒアリング等により、システムに以下のような課題があることがわか

ってきました。 

2.2.1 Ｗｅｂページ全般の課題 

・ 資料の検索を重視しすぎ、その後検索した資料をお客様に利用していた

だくための配慮が足りない。たとえば、資料を検索した際に、その資料が電

子化されていてネットで見ることができるのかがわかりにくい。 

・ スマートフォン等での端末では閲覧しにくい。 

2.2.2 検索機能と操作性の課題 

・ オンライン書店等に比べ操作性が低く、検索機能も不足している。例え

ば、ブラウザの「戻る」ボタンが使えない、送り仮名を間違えると検索でき

ない、などがある。 

・ 件名での検索など、県立図書館の資料を検索する場合に使える項目が、

県内図書館の資料を検索する場合は使えない。 

・ 三重県内の公的機関が作成した信頼性の高い情報をまとめて探すことが

できない。 

・ 県内図書館の資料を検索する場合、検索結果が表示されるまで時間がか

かる。 

・ 「デジタルライブラリー」のデジタル資料について、別データベースで

管理をしているため、県立図書館の蔵書検索からは検索できない。 

2.2.3 図書館職員の利用における課題 

・ 「三重県図書館資料保存実施要領」を策定し、雑誌・新聞については県
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内図書館での分担保存、図書については県立図書館が廃棄図書の受け入れを

行っているが、他館の所蔵状況の確認の際にシステムが活用しづらい。 

・ 文献複写について、依頼・受付と管理をそれぞれ別データベースで管理

をしており、作業効率が良くない。 

 

2.3 更新にかかる基本方針 

 「2.2 現在の課題」にあげた課題を解決するため、システム更新にかかる基本方針

を次のとおりとします。 

2.3.1 全てのＷｅｂページをわかりやすく、使いやすくします 

 Ｗｅｂページをご覧になったお客様に、よりわかりやすく情報を提供する

ため、全てのページを再構成します。 

・ 一目でわかるデザイン 

ユニバーサルデザインであることに加え、Ｗｅｂデザイナーにデザイン

させるなど従来の図書館Ｗｅｂページにはない、お客様が求める情報がどこ

にあるか一目でわかる画面デザインを実現します。 

・ わかりやすい情報の配置 

すべてのＷｅｂページでメニュー構成を統一するなど、お客様の動線を

意識し、少ない作業で必要な画面に遷移できるようにします。 

2.3.2 資料を検索しやすく、かつ資料を利用しやすくします 

 お客様に資料を一層活用してもらうため、利用案内や検索機能等を改善し

ます。 

・ わかりやすい利用案内 

居住地、通勤・通学地を選択すると利用できる図書館一覧を表示する、

検索結果からその資料の利用方法を案内するなど、検索の前後で利用方法の

案内を行います。 

・ わかりやすく待たされない検索 

県内図書館の資料を検索する場合に、県立図書館の資料を検索する場合

と同等の機能が使えるよう検索ルールや機能を統一するとともに、検索結果

が即座に表示されるようにします。 

・ 気が利く検索 

入力した単語に関連した単語を提示する、送り仮名の違いに関係なく検

索を行うなど、お客様のスキルに関係なく誰でも求める資料を見つけられる

よう、検索をサポートする機能を充実させます。 

2.3.3 県内図書館職員、県庁、県内自治体との連携を深めます 

県内図書館、県庁、県内自治体との連携を深め、県全体の図書館サービス

の向上をはかるため、以下のような機能実現を目指します。 

・ ハーベスティングによる県内総合目録の再構築 

  県内図書館システムから資料情報を自動的に収集する仕組みづくりを進  

 め、県内総合目録を再構築します。 

・ 県庁、県内自治体との連携強化 

県庁の各部局や県内自治体との連携強化を目指します。 
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3.5 現行システムの有する主な機能とサービス 

 主な機能は以下のとおりです。各機能の基本機能（必須機能）に関しては別添５を

ご覧ください。 

3.5.1 お客様が使う機能 

・ Webサイト 

・ 館内 OPAC 及び WebOPAC機能 

・ MILAI 機能 

・ オンライン予約配送サービス（e-Booking） 

・ オンライン予約取り寄せサービス 

・  レファレンス申込機能 

3.5.2 県内図書館等が使う機能 

・ 横断検索とデータ提供による県内総合目録機能 

・  ハーベスティングによる県内総合目録機能 

・ MILAI メンテナンス機能 

・ ILL機能 

・ オンラインサービス統計機能 

・  資料保存等業務支援 

3.5.3 県立図書館職員が使う機能 

・ 業務機能全般 

・ CMS 

・ 窓口業務機能 

・ ユーザ管理機能 

・ レファレンス業務機能 

・ ILL、文献複写管理機能 

・ 発注、受入、現物資料管理機能 

・ 書誌データ管理機能 

・ 所蔵データ管理機能 

・ 検索機能 

・ 出力機能 

・ 他機関、行政との連携機能 

・  ファイルサーバ機能 

・  館内機器管理機能 

 

3.6 当館における特徴的な機能とサービス 

 他の都道府県立図書館と比較し、当館が独自に取り組んでいると思われる機能やサ

ービスは以下のとおりです。現行システムにおける具体的な運用方法等については、

別添２をご覧ください。 

3.6.1 ILLにおける複数館依頼と依頼巡回 

 当館では、他県より先駆ける形で 1999 年から県内総合目録を構築し、ILL

業務においても活用してきました。主な特徴は以下のとおりです。 

・ 依頼から返却まで全ての ILL 業務を総合目録上で管理している 

・ 複数の所蔵館にまとめて借受依頼を行うことができる 

・ 複数館依頼の場合、依頼を断られた際または一定時間回答なしの場合に、

依頼が自動的に次の候補館に遷移する 
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 現在のところ令和 2年 4月から令和 2年 7月に入札契約事務を行い、約 9ヶ

月の間に機器調達、各種テスト、データ移行などを完了させ、稼動開始予定年

月は令和 3 年 4月頃と想定しています。 

4.7.3 成果品（予定） 

・ 図書館新総合情報システム一式 

・ 設計書・システム構成図 

※ 書類、マニュアルについては紙ベースによるもののほか電子媒体での提出を求めます。 

4.8 システム契約満了前の作業について 

4.8.1 8年度以降のシステム更新に向けたデータ抽出作業 

 システムの移行を見越し、システムからデータ抽出を行う作業量及び費用を

今回の見積もりに盛り込んでください。抽出データ仕様については下記のとお

りです。 

・ データ仕様：別添３、別添４と同様とします 

・ 提供回数：移行テスト用データを１回、本番データを１回抽出します 

・ 留意点：お客様のパスワードについて、システム更新時に再設定が必要と

なることのないよう、復号化等の作業を行った上でデータを提出

してください 

4.8.2 機器の撤去とデータ破壊 

 納入した物品に関しては契約満了後、当館の指示によって撤去を行ってくだ

さい。また、ハードディスク等に記録されている業務情報は物理的破壊を行っ

てください。 

 

4.9 予算について 

 上限及び下限は現時点では特に定めないものとします。 

 見積金額については、できるだけ精度を高くし、不足することがないようにしてく

ださい。 

5 提案手続きについて 

5.1 見積もり及び提案書提出について 

5.1.1 提出期限  令和元年８月２日（金） １７時まで。 

   提出先  三重県立図書館 

5.1.2 提出方法  持参または郵送 

5.1.3 提出様式  個別の提案の実現にかかる詳細な見積もりをご提示くだ

   さい。 

 見積額については別紙１から別紙３を使用するか参考に

 してください。 

     見積額は買取りの場合を提示してください。 

5.1.4 見積期間  令和２年度中に構築完了し運用保守は令和３年度から７     

  年度まで（６０ヶ月）とします。 

5.1.5 提出部数    提案書４部、見積書（押印したもの）1 部、電子媒体１式 

5.1.6 本件対応窓口 〒514-0061 三重県津市一身田上津部田 1234 番地 

        三重県立図書館 長久、垣内 

    電話番号：059-233-1182 

    ファックス：059-233-1191 
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    電子メール：mie-lib@library.pref.mie.jp 

 ※質問、問い合わせについては原則電子メールかファクスにてお願いします 

 

6 保証、その他 

 

6.1 保証 

本運用開始後の３年度においては、正常稼動を妨げる瑕疵が認められた場合、1

年間の無償対応を求めるものとします。 

 

6.2 注意事項 

本資料による見積もり及び企画提案の依頼については、今後の契約に関する意味

を持つものではなく、将来の発注や契約を約束するものではありません。提供い

ただいた情報・資料については、当組織内で配布等いたしますが、承諾なく他団

体への配布等はいたしません。 

 

6.3 守秘義務 

本件にかかる県からの全ての情報については、第三者に対して開示または漏洩し

ないようお願いします。 

 

添付資料 

別添１ 現行サーバ仕様書詳細 

別添２ 当館における特徴的な機能とサービス 

別添３ 抽出データ内容仕様書 

別添４ 抽出コード仕様書 

別添５ 機能要件 

別添６ 三重県図書館情報ネットワークシステム(MILAI)横断検索仕様書 1.2 版 

別添７ 受け渡しＭＡＲＣフォーマット仕様 第 2.0 版 


