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平成２4 年度 第１回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２4 年７月５日（木）午前９時３０分  

場  所   安城市中央図書館 会議室  

出 席 者   井上俊一  会長 

中川敬子  副会長 

 榊原重幸  委員 

 鶴田順子  委員 

 後藤理恵  委員 

杉浦正敏  委員 

 石川勝治  委員 

本田則  教育長  

       都築昭彦  生涯学習部長  

       加藤喜久  中央図書館長 

岡田知之  館長補佐  

水谷隆志  館長補佐（施設管理係長） 

       神谷美恵子 図書係長 

傍 聴 者   なし 

開  会   午前９時３０分  

 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： 皆様おはようございます。定刻の時間になりましたので、

ただ今から平成２４年度第１回安城市図書館協議会を始めさせていた

だきます。会議室は若干暑いですけれども空調温度２８度に設定して

おります。政府が実施している夏場の節電対策ということでやってお

りますので、ご理解の方お願いいたします。また、事務局の神谷係長

は講座の講師の関係で途中退座しますのでご了解をお願いします。  

それでは最初に辞令交付でございます。協議会委員の任期は２年で

ございまして、この４月３０日に任期満了となりましたが、皆様には

引き続き就任をご承諾いただいております。これより本田教育長から

辞令を交付いたします。お名前をお呼びしますので、順に前へお進み

ください。  

＜辞令交付＞  
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続きまして、安城市民憲章の唱和を行います。ご起立をお願いします。

私のあとに続いてご唱和をお願いいたします。  

＜市民憲章唱和＞  

ありがとうございました。それでは開催にあたり本田教育長よりごあ

いさつ申し上げます。  

教育長教育長教育長教育長：：：： 大変ご多用の中、早朝よりお集まりいただきましてありがと

うございます。委員の皆様におかれましては引き続き２年間やってい

ただけるということで嬉しく思います。  

今、安城市はなかなか話題が豊富でありまして、市制施行６０周年、

来年には新美南吉生誕百年の節目を迎えるわけですけれども、今年は

オリンピックイヤーでもあります。最新の話題で言いますと安城市出

身のオリンピック選手が誕生いたしました。１６００メートルリレー

の４人の選手の中に中野弘幸くん、愛知教育大学大学院の２年生です

が、北部小学校・東山中学校の卒業生であります。６月９日に４００

メートルの日本選手権で２位、４００メートルでは代表選手に選ばれ

ませんでしたが、リレーのメンバーに選ばれました。この１６００メ

ートルリレーは世界ランキングで１６位までしか出場権がないですが、

１５位に入っていますので、オリンピックに出場ができるということ

になりました。この７月８日に東山中学校で壮行会を行います。ロン

ドンでは８月９日に予選、そこで８チームに選ばれれば決勝に進みま

す。  

なお、その日本選手権４００メートルの決勝にはもう一人安城出身

の安井一樹君がいました。作野小学校・篠目中学校の卒業生です。４

００メートルの世界では日本のベスト８に安城出身の子が２人もいる

ということで、すばらしいことと思います。なお、２００メートルで

日本ランキング９位になっている屋貝博文君も安城出身で、今池小学

校・北中学校出身です。今、陸上で若者が大変活躍してくれています。  

これはスポーツの世界ですが、文化面では南吉生誕百年に向けて、

絵本大賞をはじめ、着々と取り組みが進んでいます。長野ヒデ子さん、

矢口栄さんの講演会、子どもコーナーのところでは現在、さいとうよ

しみさんの絵本原画展も開催中ですので、ぜひご覧いただきたいと思

います。  
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また、歴史博物館では７月２１日から「からくり人形展」が開催さ

れます。これは安城の古井町で見つかった文字書きのからくり人形で

す。口に筆をくわえ手にも筆を持って、同時に松と竹という字を書く

という人形で、同時に書くのは日本ではこれしか見つかっていないと

いう珍しいものですが、復元をして動くようになっています。これも

ぜひ見ていただきたいものであります。  

なお、５月２２日から２９日まで、私と図書館の岡田補佐とアメリ

カの西海岸のシアトル、バークレーの図書館の視察をしてまいりまし

た。あとで報告をさせていただこうと思います。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： 新年度第１回目でありますので、委員さんと事務局の自己

紹介を順にお願いします。  

＜各委員、事務局の自己紹介＞  

それでは議題に入ってまいります。まず役員の選出でございますが、

安城市図書館管理規則第２０条第１項の規定によりまして「会長、副

会長は委員の互選による」となっております｡どなたかご推薦をお願い

します｡ 

委員委員委員委員Ａ：Ａ：Ａ：Ａ： はい｡会長には井上俊一委員、副会長には中川敬子委員を推薦

いたします｡ 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： 他にございませんか。  

     （他に発言する者無し）  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： それでは、会長に井上委員さん、副会長に中川委員さんで

よろしい方は拍手をお願いします｡ 

＜拍手＞  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： では、よろしくお願いします｡お二人の方、会長、副会長席

へ移動をお願いします｡それでは、会長副会長が決まりましたのでごあ

いさつをお願いします｡ 

会長会長会長会長：：：： 昨年度に続きまして会長職を務めさせていただきます｡今年は市

制６０周年、来年は南吉生誕百年、新しい図書館を含めた拠点施設が

近々形として現れてくるということで、期待をしながらすすめていき

たいと思っております。  

副会長副会長副会長副会長：：：： 引続き副会長の任をいただくことになりました｡新しい図書館

を造るにあたり、忌憚のない意見を申し上げ、みなさんでいい図書館、
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使いやすい図書館を造れるようやっていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします｡ 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： ありがとうございました｡それでは､議事に入っていきます

が､議事の取り回しについては規定によりまして井上会長に議長をお願

いいたします。  

    

会長会長会長会長：：：： それでは議題に入ります｡時間の関係で（３）の「市制６０周

年・南吉生誕百年事業等について」から説明をお願いします｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：： 議題（３）を資料③により神谷係長説明  

南吉絵本大賞関連事業として「長野ヒデ子氏講演会」（１２１名参

加）、矢口栄氏講演会（９０名参加）、現在さいとうよしみ原画展を

開催中。関連事業として製本教室。表彰式と黒井健氏講演会を平成２

５年１月１９日に予定。２５年８月からブックスタート事業実施。

「新美南吉に親しむ会」による南吉出前授業実施中。読書グループ

「南吉朗読ででむし会」が発足、南吉館での朗読を行う。  

会長会長会長会長：：：： 何かご質問はございませんか。  

委員委員委員委員Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ： 南吉館での読み聞かせは今まですでに「ぷりむらの会」でや

ってきたが、今度はこの「ででむし会」にバトンタッチということで

すか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： そういうことです。  

委員委員委員委員Ａ：Ａ：Ａ：Ａ： そこは喫茶店ですよね。お茶をいただいてお話を聞くという

ことですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： そうです。コーヒーはおいしいですよ。  

副会副会副会副会長長長長：：：：    南吉大賞の応募の方はどうでしょうか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： １０点ほどきていますが、南吉の作品でないもの、製本して

ないもの等ルールを外れた応募が何点かきています。図書館の再任用

職員で絵本を出版した職員がいますが、絵本を作るのに３か月はかか

るといっておりました。応募は９月末までですので、後半に出てくる

のかと思っております。  

教育長教育長教育長教育長：：：： 長野ヒデ子さんの講演でも募集の期間が短いといわれました。

本格的に描くということになると現地へ行って取材をしたりするので

少なくとも１年くらいはないといけない。さいとうよしみさんが原画
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展に寄せたメーセージでも、歴史的な衣装だとか背景だとかふまえる

と、いい加減にはかけない、それなりの期間が必要だということを再

認識しました。  

事務局事務局事務局事務局：：：：    ４月の時点で公募ガイドに掲載し、全国の図書館等にもチラ

シを送っておりますので、応募者は情報を得て準備をしていると思い

ます。たまたま受付が 6 月から９月までということです。  

    

会長会長会長会長：：：： では次に、（２）の「平成２４度事業計画及び重点目標につい

て」説明をお願いします。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 議題（２）を資料①②により岡田補佐説明  

３月の協議会での説明と重複する部分は割愛。２４年度人事異動に

より変更になった職員の体制について説明。職員１名増員（司書資格

者は７名）、再任用３名。  

 個人貸出はＨ２０から２００万冊弱で推移。予約は増加しているもの

の実利用者が伸び悩んでいる。利用の裾野を広げる方策を検討中。  

会長会長会長会長：：：： 何かご質問はございませんか。  

委員委員委員委員Ａ：Ａ：Ａ：Ａ： 今の説明で思ったのですが、広報の図書館記事などは案外読

んでいる人が多いので、利用の裾野を広げるために図書館のコマーシ

ャルを大々的にしてはどうでしょうか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： ７月１５日号の広報「図書館へ行こう」では、従来のイベン

ト案内だけではなく「貸出券を持っていない方はぜひ登録しましょ

う」というＰＲする予定です。また、市街地拠点施設のフォーラムの

内容や新しい図書館としてこういうものができるというＰＲも９月１

日号に特集で載せていく予定になっています。もちろん現在の図書館

利用のＰＲも考えていきたいと思います。  

  つい最近も広報の施設めぐりで東栄今本町内会の皆さんが来館され、

大活字本が図書館にあるならぜひ利用したいという感想をいただきま

したので、そういうＰＲもしていきたいと思います。  

委員委員委員委員Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ：    大活字本については西尾市立図書館の方が、スペース、冊数

が多い。年配者には大活字本は貴重です。  

委員委員委員委員Ａ：Ａ：Ａ：Ａ： 先日、館内巡回の際に大活字本を紹介したら、何人かが借り

ていかれました。そういう本があるというＰＲが足りないかと思いま



 6

した。  

 

会長会長会長会長 ：：：：  その他なければ、（４）の「中心市街地拠点施設計画につい

て」の説明をお願いします。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 議題（４）を資料④により岡田補佐説明  

拠点整備事業計画（案）を策定中、９月にはパブリックコメントを

行う。ＩＣＴ・ハイブリット図書館として導入したい機能として「自

動貸出機、自動返却仕分け機、予約ロッカー」「無料ＰＣ、外部Ｄ

Ｂ」「全館無線ＬＡＮ」。図書館部分６，５００㎡、下層階に多目的

ホール等１，５００㎡。外には広場・公園、その他民間施設（提案に

よる）。  

会長会長会長会長：：：： 何かご質問はございませんか。  

委員委員委員委員 CCCC：：：： 全館無線ＬＡＮ環境の構築ということだが、無線だけを考えて

いるのか。有線も必要ではないのか。日比谷図書文化館でも有線を１

８席設けている。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 無線であれば館内どこでも可能で、固定のブースでわざわざ

ケーブルをつながなくともよくなるわけですが、無線対応のパソコン

をお持ちでない方も想定し、研究させていただきたいと思います。  

委員委員委員委員 CCCC：：：：    カフェや飲食店ということだが、業者からの提案とは何か。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 拠点施設全体を最低こういう水準で、これだけ盛り込んでく

ださいという仕様書を作りまして、開発業者からの提案の中でいちば

んいいものを採用していくというプロポーザル方式をとりますので、

そういう意味で提案ということです。  

  現在の図書館システムでは、館内は有線で、ＯＰＡＣ（オーパッ

ク）や貸出機も有線ですが、想定する無線環境の中でも有線の必要性

も念頭に入れながら整備水準を作っていきたいと思います。  

委員委員委員委員Ａ：Ａ：Ａ：Ａ： 南吉カフェは、拠点施設の南吉コーナーの前段階か、違うも

のになるのか。養成したボランティアもいるが、図書館とはどういう

つながりになるのか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 南吉館はまちづくり会社「安城スタイル」の経営だが、拠点

施設に入るのかどうかは決まっていない。多目的ホールや公園広場の

管理運営は安城スタイルに委託していきたいと考えているので、イベ
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ント等を含め、南吉館と一体的なものとなると考えていただいていい

と思います。  

委員委員委員委員Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ： 今の図書館に不満なのは、食事をする場所が狭い。学生が勉

強する場所が狭いこと。西尾や豊田は非常に広いスペースがあるが。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 学生専用の勉強する部屋を設けるつもりはありませんが、ブ

ラウジングラウンジやラーニングコモンズを設け、図書館の外では交

流ロビーに広いスペースをとり、図書館のゲートの外で勉強するスペ

ースを考えておりまして、図書館の中は図書館の資料を使って調べた

り研究したり読書したりする空間にしたいと考えています。  

委員委員委員委員Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ： 今、試験週間で学生でいっぱいだが、その空間をなくすとい

うのは問題ではないのか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 現在の図書館での閲覧席は３００弱ですが、新しい図書館で

は６７０席を設ける計画ですので、わざわざ学生専用の部屋を作るつ

もりはありません。学習に使えない区域は決めますが、できるだけ席

は多く設け、場合によっては会議室を開放するなどの対応は考えたい

と思います。  

副会長副会長副会長副会長：：：： この図書館はどうなるのですか。新図書館にスペースがとれ

ないならこの図書館を学生用に充てるなどの考え方はありませんか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：    ３年前の基本計画では、ここは閉架書庫と公民館図書室他と

することになっていましたが、施設の跡利用としては全市的に、もう

一度検討するということとなりました。閉架書庫は書庫として残しま

すが、図書の利用はここで行うか、昭林公民館で行うかも含めて検討

中です。  

副会長副会長副会長副会長：：：：    中高生の親としては試験の時期、受験の時期には図書館を活

用させていただいたので、これからの若い世代にも使えるように、図

書館で一緒に勉強して友達関係を培うということもあるので、新しい

図書館が学習室を排除するのはどうかと思います。  

        ここは緑も多くて環境もいいので、新図書館は貸出専門で、この図

書館は学生対象で使えるといいのではと思っています。中高生が通う

には自転車がたくさん置けなくてはいけないと思いますが、駐車場も

十分でないところで駐輪場も十分ないようなら、学生はここでいいと

感じます。  
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事務局事務局事務局事務局：：：： ２２年の基本計画策定から２年半たちましたがその間の議論

として、倍以上の面積の新図書館を建設する上、ここも図書館のまま

というのは調整がつきませんので、いったん白紙にして全市的に用途

を再検討するということになっています。  

  しかしまだ５年間はこの図書館を使いますので、その間に再検討の

余地もあります。また、この地区の方が駅前に出かけなくとも図書を

利用できるように、昭林公民館での対応も考えたいと思います。  

  また、新しい図書館は座席を多く設けますので、学生を排除するつ

もりはありません。なお、公民館の図書室は従来５時で閉めていたも

のを、貸出返却は８時まで、閲覧席は９時まで利用できるように改善

されてきましたので、試験週間等に学生が地元の公民館で勉強できる

環境になりました。他の市町では公民館で午後 9 時まで勉強できる空

間はなく、中高生の学習環境は比較的良好と考えています。  

委員委員委員委員 DDDD：：：： 昭林公民館に図書コーナーを作るというのは増築するという

ことですか。他の公民館レベルはおいていただかないと困ります。  

部長部長部長部長：：：： 学区にひとつずつ公民館を設けていますが、駅前とは同じ学区

なのでどうすべきか、中心市街地に図書館を作りますが、地区の公民

館図書室もしっかり充実させていこうという全市的な計画も持ってい

ますので、その辺も含めて検討しています。  

委員委員委員委員 DDDD：：：： 今でさえ駐車場が満杯なのに新しい図書館が出来たら駐車場

が余計満杯であろうことは誰もが心配している。新しい施設に皆が集

まればそれだけで大渋滞で、本を返しに行ったのに車が止められない

ということになりかねない。あそこに新しく駐車場を作るのは無理で

すよね。  

部長部長部長部長：：：： 駐車場としては立体駐車場、市役所も近いのでそこに止めて歩

けば。  

委員委員委員委員 DDDD：：：： あそこから歩けなんて無理です。ここの図書館でも駐車場か

ら遠くて止めたくなくて、建物の近くに路駐している人がいるのに、

トポス跡に止めて重い本をかかえて歩こうなんて人はいませんよ。  

部長部長部長部長：：：： たとえば体育館は１ ,０５０台の駐車場がありますが、土日の大

会に重なる日は一杯になりますが、平日はそれほどでもない。ではど

れだけ用意するか。新図書館も同様で、想定の３００台では足らない
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ことは承知していますが、まだ結論はでていません。  

委員委員委員委員 DDDD：：：： 貸出は図書館で、せめて返却だけでも駅とか病院とかいろん

なところでできるといいと思いますが。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 返却ポストは毎日回収する必要があり、数が多くなると維持

管理に難点があります。効率的にどうかという検討をしながらも、返

せる場所を増やす必要はあると思います。しかし、返すだけでなく次

に借りていただきたいですね。  

委員委員委員委員 DDDD：：：： 公民館には返却ポストはないですか。開館前とか、閉館して

いるときに返せれば、延滞者が減ると思います。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 午後８時まで返せますが、返却ポストを設置すればサービス

の向上になるので検討したいと思います。アメリカ視察では、駐車場

の脇に返却ポストがあるところがありました。  

    

会長会長会長会長 ：：：：  時間の都合もありますので（５）の「先進地視察訪問につい

て」に移りたいと思いますが。  

事事事事務局務局務局務局：：：： 議題（５）を参考資料により水谷補佐説明。  

現在建設中の尾張一宮図書館をオープン後の来年１月か２月に視察

する案を提案。  

会長会長会長会長：：：： 意見がなければそれでお願いします。それでは、その他につい

て。  

    

事務局事務局事務局事務局：：：： 「アメリカ視察訪問について」パワーポイントにより岡田補

佐説明  

委員委員委員委員Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ： 新図書館に応用できることはありましたか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： それを今事業計画に盛り込もうとやっています。  

ハイブリット、ＩＣＴというハード面もありますが、、、、安城図書館と

しては「健康医療情報サービス」、「ビジネス支援サービス」、南吉

を含めた「まちの情報を発信するサービス」を３本柱とするような図

書館にしていきたいと考えています。また、イメージとしてシアトル

図書館３階のオープンな空間を拠点施設にも取り入れて、雑談や勉強、

飲食可能なスペースを作りたいと思っています。  

委員委員委員委員Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ： 安城市内の高校には司書がいるが小中学校はどうなっていま
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すか。  

教育長教育長教育長教育長：：：： 残念ながら現時点では専任の司書や係はおらず、ボランティ

アにたよっているのが実情です。  

会長会長会長会長：：：： 子ども図書館はどうでしたか。安城では図書館の中にコーナー

としてありますが。  

事務局事務局事務局事務局：：：： バークレーでは４階のワンフロア、シアトルでも１階の半分

が子どものコーナーで、声が漏れないような構造になっていましたの

で、そういう配慮をした子ども専門のフロアなりコーナーを作りたい

と思います。  

委員委員委員委員 CCCC：：：： 建物の参考になると思いますが、新美南吉記念館の公開設計競

技記録が入手できましたので寄贈します。いいヒントになると思いま

す。  

事務局事務局事務局事務局：：：：    貴重な資料のご寄贈をありがとうございました。ではお時間

の都合もございますので、最後に生涯学習部長よりあいさついただき

ます。  

部長部長部長部長：：：： 本日は長時間にわたりありがとうございました。貴重なご意見

をいただきましたので、これからの参考にしたいと思います。今事業

計画の策定を進めています。特に中心市街地拠点施設では図書館がメ

インということですので、ハイブリット機能をどう盛り込んでいくか

ということを、今から計画策定してまいります。また、ご指導ご助言

をいただけたらと思います。それではこれで終わります。大変ありが

とうございました。  

  

閉会 正午  


