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平成３０年度 第１回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成３０年８月６日（月）午後３時  

場  所   アンフォーレ３階健康支援室・講座室  

出席委員   稲垣 英夫  会長 

石原  紳  委員 

岡部 晋典  委員 

浮森 和美  委員 

 早川 一雄  委員 

 山下由美江  委員 

欠席委員   塚原 和江  副会長 

事  務  局   杉山  春記  教育長  

       三星  元人  市民生活部長  

寺澤  正嗣  アンフォーレ管理監  

岡田 知之  アンフォーレ課長兼図書情報館長（以下館長） 

神谷美恵子  課長補佐 

       加藤 康平  図書サービス係長 

       田中 俊介   図書情報係長 

       水谷 隆志  主事 

傍 聴 者   なし 

閉  会   午後４時４０分  

 

館長：皆様こんにちは。本日は、お忙しい中、そして猛暑が続く中、 

平成３０年度第１回安城市図書館協議会にご出席いただきまして誠に

ありがとうございます。ただ今から協議会を始めさせていただきます。 

なお、本日、傍聴の申し出が１名ございました。まだ、お見えでない

ようですが、いらっしゃった場合、安城市の附属機関等の傍聴ルールで

は、「会議の提出議題の審議について傍聴でき、審議が終了したら退場

する」と規定していますので、議題の部分の傍聴を許可し、議題終了後

退場いただくという形で進めてまいります。 

さて、この安城市図書館協議会は、図書館法第１４条第１項の規定に

基づき設置できるもので、「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずると
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ともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機

関」として位置づけられている市の附属機関でございます。 

それでは、会議に先立ちまして、教育長から辞令の交付をさせていた

だきます。委員を代表しまして、稲垣様、正面へお進み願います。 

＜辞令交付＞ 

ありがとうございました。他の委員の皆様には、自席の封筒の中にそ

れぞれ辞令を入れさせていただきましたので、ご確認をお願いします。

なお、塚原委員は、本日、欠席の連絡をいただいておりますので、別途、

辞令交付をさせていただきます。 

続きまして、安城市民憲章の唱和を行います。 

＜市民憲章唱和＞ 

それでは教育長からご挨拶を申し上げます。 

教育長：ご多用の中をお集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。今年の夏は、夏を楽しむというより夏を耐えるという猛暑酷暑で

ございます。そんな中で昨日までの３日間、安城七夕まつりが開催さ

れ無事終了いたしました。  

このアンフォーレも昨年６月にオープンし、本年の３月、約１０か月

で入場者１００万人を達成いたしました。また、２階以上の図書館情報

館部分もこの７月２２日には入館者１００万人となりました。図書館で

は飲食やおしゃべりができるということで、旧来の図書館の概念を打ち

破るような運営形態をとっております。その是非については色々ご意見

をお持ちの方もいらっしゃいます。  

委員の皆様方には、今後の図書情報館の運用に関してもご審議ご協議

いただき、ご意見アドバイスを賜りながら、この図書情報館を含めアン

フォーレの今後の一層の発展充実に努めてまいりたいと考えております。

皆様方のお力添えをお願い申し上げて、冒頭の挨拶とさせていただきま

す。  

館長：続きまして、各委員及び事務局の自己紹介を行います。お席の順

に、一言ずつ自己紹介をお願いします。  
委員①：教員をしておりましたので、読書の大切さは子どもたちにいつ

も言っていました。この協議会にも５年ほど関わり、重要な会と感じ

ています。先ほど教育長から辞令をいただき、ぜひまた１年がんばっ
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てやっていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。  

委員②：安城市教育研究会の図書館教育部の校長委員、小学校の校長を

しております。教員の研修団体の部会の１つ、図書館の主任の集まり

である図書館教育部会の取りまとめということでやっております。よ

ろしくお願いいたします。  

委員③：大学の講師をしております。市内の高校出身というご縁もあっ

て、こちらの図書館を作る際のワークショップを担当いたしました。

引き続きこのような委員を委嘱いただきましたので、精一杯がんばり

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

委員④：図書館の読み聞かせのボランティアをしております。語りを主

に行うサークルで、幼稚園保育園小学校中学校で出前おはなし会をし

ています。赤ちゃん向けおはなし会もしていましたので、今後も図書

館と関わっていきたいと思っています。よろしくお願いします。  

委員⑤：一般公募で入りました。応募の動機として、図書館は９５％以

上はいいと思いますが、残り５％に不満足がありますので、それを申

し上げたいという思いから応募しました。よろしくお願いします。  

委員⑥：図書館友の会に所属しております。今、書店の児童書担当のア

ルバイト店員をしています。子どもの本離れが深刻で、子どもにいい

読者体験をしてもらうにはどうしたら、ということを常々考えます。

よろしくお願いいたします。  

館長：続いて、事務局の自己紹介でございます。 

なお、当市では平成２８年度から、教育委員会の権限に属する事務の

うち「図書館に関する事務」を、地方自治法第１８０条の７の規定に基

づき、市民生活部が補助執行しております。では、市民生活部長から順

に自己紹介いたします。 

   ＜事務局自己紹介＞ 

 

  現在の時間においても傍聴希望の方はいらっしゃっていないようで

すので、議事は傍聴人なしということで進めさせていただきます。 

それでは、平成３０年度第１回安城市図書館協議会を始めます。 

議題（１）会長・副会長の選出についてですが、安城市図書館管理規

則第２３条第１項で、「会長及び副会長各 1 人を置き、委員の互選によ
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り定める」と規定しています。どなたか、ご意見がございましたらお願

いします。 

Ａ委員：図書館協議会の委員の経験が豊富な稲垣委員を、会長に推薦し

ます。また、副会長には、本日は都合によりご欠席ですが、やはり経

験豊富な塚原委員を推薦します。 

＜賛成の声あり＞ 

館長：皆様、会長には稲垣様、副会長には塚原様でよろしいでしょうか。 

＜異議なしの声あり＞ 

館長：ご異議なしということで、決定いたしました。それでは正面の会

長席に移動し、会長就任の挨拶をお願いします。 

会長：先ほどの教育長のご挨拶にあったように、今年の暑さは異常です。

こんなに暑い日が続くのは全く経験したことがない。雨が降ってほし

いところですが、最近は雨が降るととんでもない豪雨になって被害が

でる。降ってほしいようなほしくないようなというところです。 

何にしてもほとんどメンバーが入れ替わられましたので、新しいメン

バーで今年一年間を進めていくということです。よろしくお願いをいた

します。 

館長：ありがとうございました。ここからは、慣例により、議事の取り

回しを会長にお願いいたします。 

 

会長：それでは、議事を進めます。議題（２）の「平成２９年度の図書

館利用状況について」、事務局の説明をお願いします。 

＜神谷補佐、資料１を説明＞ 

 

会長：たくさんの説明でしたが、ただ今の説明について、ご質問、ご意

見等がありましたら、ご発言願います。 

Ｂ委員：旧中央図書館の閉架の本は閉架のままですか。 

事務局：検索すると「あんステップ」と表示されますので、予約してい

ただければ、回収して、指定の館で借りられます。 

Ｃ委員：学校配送事業は大変いいことと思います。ところで、書店の店

頭で学校司書さんが選書していることがありますが、学校の生徒は読

みたい本のリクエストを学校にできますか。 
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事務局：リクエストができるかという点では、学校図書館では学校司書

が要望をきいて対応していると聞いています。 

Ｂ委員：市外の実利用者が増えているのは、市内ばかりでなく市外者に

も安城の図書館が評価されているということで望ましいことと思いま

す。立派な建物ができたというだけでなく、中身を充実させることが

さらに発展していくことにつながると考えます。 

Ｄ委員：一部の意見として、市民の税金は市民のために使うべきだとう

考えの人もいますが、今のコメントはいい意見と思います。 

ところで、ＷＥＢ予約は一度に何件までできますか。他の図書館では

手軽に予約できるので際限なく予約して、しかも受け取りに来ない、本

来の読みたい人に回らないというケースがあるようです。 

事務局：同時に５冊までと制限しています。ほとんどの人がきちんと受

け取りにきますが、取りに来ない場合は連絡後１週間でキャンセルと

なり、次の予約の人に回ります。 

Ｅ委員：私も都合で受け取りに行けなかった時、自動的にキャンセルに

なりました。 

Ｄ委員：総貸出冊数がＶ字回復しているのは、大きく評価できる点と思

います。一昨年の図書館大会で出版社から「図書館の貸出業務のおか

げで出版業界が不振だ」という主張がありましたが、これからの図書

館は総貸出冊数というアピール指標だけでない、むしろ、どれだけの

人が図書館に足を運んだかという入館者数が重要になってくると考え

ます。まちの賑わいという観点からも、複合施設全体としてどういう

風に人が入ってきているかが分かるデータがあるといいと思います。 

事務局：この件は次の議題で説明いたします。 

Ｂ委員：アンフォーレばかりでなく、地区の公民館をもっと充実させ、

利用者、貸出冊数が増えるような工夫をしてもらいたい。安城市全体

として利用者が増えるような取り組みをしてもらいたい。 

事務局：アンフォーレだけに利用者が集中して、公民館利用が減ってい

るわけではなく、前年と比べると、公民館での貸出冊数も１割ほど増

えています。アンフォーレオープンによって、市外者も含め、利用全

体のすそ野が広がってきていると感じます。図書館と公民館が連携し

ながら読書の推進をしていくという体制は、これまでも進めてまいり
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ましたが、これからも一層進めてまいります。 

Ｃ委員：自宅近くの公民館は、いつも閑散としていて利用も少ないです。

私はこれは周辺の人口比の関係かと思います。人口が多い地域の規模

の大きい公民館図書室はそれなりに利用があるのではと思います。 

Ｂ委員：自動車に乗れない高齢者や、小さい子どもをもつお母さんは、

何といっても地域にある近くの公民館図書室が便利です。いい形の連

携をさらに工夫することが、アンフォーレの進展にもつながると思い

ます。 

  それから、本は紙コピーだけでなく、スキャナー読込みでＵＳＢで

データがもらえると、その後の活用の幅が広がりますが、そういう機

械の設置は可能でしょうか。 

事務局：それは著作権法で許諾されている公共図書館での複写の範囲を

超えていると考えられます。 

 

会長：他に特にないようでしたら、続いて、議題（３）「アンフォーレ

開館１周年の総括と課題について」に移ります。事務局の説明をお願

いします。 

＜岡田館長、パワーポイントにて説明＞ 

 

会長：だだ今の説明について、ご質問、ご意見等がありましたら、ご発

言願います。 

Ｅ委員：改めて伺いますが、「らＢｏｏｋｓ」とは何でしたでしょうか。 

事務局：新しい取り組みとして「ライト」「ライク」「ラブ」の頭文字

の「ら」を冠した資料群で、ティーンズ向け、入門書、過去のベスト

セラー、進路、英文多読など分野は広いですが、図書館に初めて来た

人、久しぶりに来た人が手にしたくなるような本を集中させたコーナ

ーとして排架しています。 

Ｅ委員：以前、中央図書館の時、インターネットからレファレンスした

のですが、回答のないままで過ぎています。 

Ｂ委員：リクエストについても、時間がかかる場合もあるだろうが、途

中でどうなっているのかを知らせてほしい。 

事務局：長くなるようでしたら途中経過を、お断りや借用不可の場合も
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必ず連絡するようにしています。委員の個別の件はあとで伺います。 

Ｄ委員：わくわくするような右肩上がりのデータですが、その運営を支

えるスタッフの勤務、健康にも十分留意してほしいと思います。 

また、１年目は利用が多いが２年目以降は減ってしまうという館も珍

しくありません。数値目標だけにとらわれない運営をしてほしいと思い

ます。 

ところで、スライドで挙げている目標が図書館フロアだけの賑わいで、

最終画面でいう「まちの賑わいに」どうつながるのか、そもそもこの図

書館の設置の趣旨は中心市街地の活性化だったはずなので、今後の目標

には図書館内ばかりでなく、まちの賑わいの創出につながる取り組みも

視野に入れる必要があるように感じます。 

事務局：ただ今のパワーポイントは、「図書情報館のこの一年の総括と

課題」ということですので、まちの賑わい創出は別の課題と認識して

います。 

会長：新しくできた１年目で入館者が多いのは普通のこと、大事なこと

はそれが継続すること、１０年２０年後にもよく利用されることと思

う。それから、「アンフォーレ」ばかりが突出してＰＲされるので、

「安城に図書館はなくなってしまったのか」という人がいます。図書

情報館の名前もしっかりＰＲしてほしいと思います。 

Ｂ委員：必要以上に貸出禁止になっている本があるようですが、本はで

きるだけ貸出としてほしい。また、催物は子ども対象ばかりでなく、

大人の心に響くような取組みもしてほしい。市民の関心や意識を育て、

いい社会に変えていこうという見識を持つ大人が少しずつ増えるよう

な安城市になってほしいと思います。 

事務局：歴史博物館や教育センターの蔵書は貸出禁止ですが、検索はで

きるので、貸出禁止が多く見えるかもしれません。 

 

会長：続いて、議題（４）「第３次安城市子ども読書推進計画の進捗状

況について」、事務局の説明をお願いします。 

＜加藤係長、資料３を説明。特に指標①「０歳～６歳児の図書館利用

者カード保有率」にエラーデータが集計されていたため、適正な数

値に変更したい旨を説明＞ 
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会長：だだ今の説明について、ご質問、ご意見等がありましたら、ご発

言願います。 

Ｅ委員：指標①ですが、全市民のうち６歳までの保有率という数字です

か。 

事務局：これは、その年度で０歳～６歳だった安城市民の中で、利用カ

ードを持っている人の割合となります。 

Ｂ委員：２９年度の網掛けになっている欄は目標値達成ということです

か、白地のところは目標が達成できなかったということですか。 

事務局：平成３２年度の最終目標に対して、網掛けは現時点ですでに達

成、白地はまだ取り組み中、という意味です。 

Ｅ委員：指標⑥の「朝の読書の実施」で２９校中、２８校となっていま

すが、１校はやっていないのですか。 

事務局：この指標の「定期的に週３回以上」でないということです。１

校は１学期ごとに読書週間ということで集中的にやっている学校です。 

Ａ委員：他の教科と時間の取り合いになっている実情があります。各校

でいろいろ工夫してやっています。 

会長：では、説明にあったカード保有率の目標指標欄の数字訂正につい

ては承認で異議ありませんか。 

  ＜異議なしの声あり＞ 

会長：その他はよろしいですか。では、予定された議題の（４）まで終

了しましたので、これで事務局にお返しいたします。 

 

事務局：会長には議事の取り回しありがとうございました。 

続いて事務連絡でございます。協議会の今後の予定ですが、第２回を

１１月頃、先進図書館視察見学、第３回を来年３月で予定させていただ

きます。視察は施設設備ではなく、運営上で評価の高い図書館を選定し

たいと思います。日程について後日調整をさせていただきますが、委員

の皆様で、今から不都合な日がわかる方はお知らせいただきたいと思い

ます。 

 では、これをもちまして図書館協議会を閉めさせていただきます。最

後に市民生活部長がご挨拶をいたします。 

市民生活部長：本日は大変活発なご発言ご提言をいただきましてありが
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とうございました。皆様からいだだきました貴重なご意見を、今後の

運営に生かしてまいりたいと思います。 

さて、今日の毎日新聞に「図書館民間委託－悩める自治体」という記

事がありました。民間委託には色々な問題点が表面化しているようです

が、安城市においては、直営で、今後も高い品質のサービスを維持、向

上できるよう取り組んでいきます。３年後５年後もたくさんの来館者が

あり、「安城はなぜそんなに入館者が維持、増加できるのか」という観

点で視察が受けられるようがんばってまいりますので、委員の皆様のご

指導ご助言をよろしくお願いいたします。 

本日は大変暑い中、誠にありがとうございました。 

 

閉会 午後４時４０分 

 


