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平成２５年度 第３回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２６年３月１４日（金）午後１時３０分  

場  所   安城市中央図書館 会議室  

出 席 者   稲垣英夫  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  

       岩月隆夫  生涯学習部長  

       加藤喜久  中央図書館館長 

岡田知之  中央図書館主幹  

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   午後３時２０分  

 

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長： 皆様こんにちは、本日は年度末のお忙しい中、定刻までに

お集まりいただき誠にありがとうございます。前回は塩尻市の図書館

をご視察いただきまして、また、委員の方々の多くは図書情報館のワ

ークショップにもご参加いただきましてありがとうございます。  

それでは、ただ今から平成２５年度第３回安城市図書館協議会を開催

いたします。  

     まず始めに、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稲垣会長よりごあ

いさつをお願いいたします。  

会長会長会長会長： ３月の半ばになってきまして、少しずついろいろなものの芽が



 2

でてきました。午前にも会議があり、こちらには早く着いてしまった

ので公園のほうを見ておりましたら、１３，４本のハナノキにもう花

が咲いてきていました。学校では卒業式の季節です。３月のせわしい

中ですが、第３回の図書館協議会、よろしくご審議をいただければと

思います。  

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長： 続きまして本田教育長よりご挨拶をお願いします。  

教育教育教育教育長：長：長：長： 平成２５年度もあとわずかとなっております。委員の皆様に

はご多用の中ご出席いただきましてありがとうございます。  

  平成２５年度を振り返りますと、市としては南吉生誕百年というこ

とでいろいろな行事を展開してきました。  

図書館としては、絵本大賞を決定し「二ひきのかえる」を絵本として

刊行し、ブックスタート事業を始めたということであります。ブックス

タート事業は、平成１７，８年頃、委員さんからこの席で提案がありま

したが、なかなか実現できなかったわけですが、ちょうど南吉生誕百年

の絵本大賞関連でようやく実現にこぎつけることができました。  

学校に関しますと、今年度から中学校区に一人の学校司書が配置され

まして、毎月中央図書館で研修や打合せ会をしております。  

また、市としましては、後で紹介されますけれども、図書情報館の優

先交渉業者が決まって、建物の具体的なイメージが出され、これから本

格的に建設がスタートしていくという段階になっております。中身の具

体的なことはこれから協議していかなければなりませんので、図書館協

議会の委員さんにもいろいろな面でアドバイスをいただけるとありがた

いと思っております。よろしくお願いをいたします。  

 

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長： それでは議題に入って参ります。議事の取り回しは規定に

よりまして会長にお願いします。  

会長：会長：会長：会長： 本日の議題は３つありますね。まず１番目の「塩尻市立図書館

視察研修について」を議題とします。事務局の説明をお願いします。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 去る１１月４日に委員の皆様には長野県塩尻市の図書館を視

察していただきました。建物や運営面等でお感じになった点、参考に

したい点を順にご披露いただきたいと思います。  
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ＡＡＡＡ委員委員委員委員：  

１ 利用者は若者が非常に多く、中高年齢者が少ないように見受けられ

た。安城では、中高年齢者が目立っている。交通の利便がよく、県内

他地域の若者が利用できるのはよいことである。  

２ 図書館の理念は、課題解決型、滞在型で、利用者の課題に応える蔵

書構成になっている。例えば、郷土資料や旅に関するものなどテーマ

ごとに豊富に資料が揃えられている。  

３ 施設面では、図書館と子育て支援センターが一体化していることが

利用によい。  

４ 駐車場が７００台、６時間まで無料というのが、極めて特徴的で印

象に残った。  

 

ＢＢＢＢ委員委員委員委員：  

１ これまで視察した図書館の中では最も優れていると感じた。  

２ 市長選で、図書館建設が争点になったことには驚いたが、中津川で

は中止となったにもかかわらず、塩尻では建設されたので、争点がど

のように解決されたのかから、学ぶべきものがあるかもしれない。  

３ 小布施町立図書館も見学したが、ライブラリーオブザイヤーの大賞

は、全体的な図書館評価ではなく、先進的な「仕掛け」に対してのも

のと感じた。  

４ 某氏が「塩尻はこれからの図書館像のひとつを指し示すかたちでは

ないか」と高い評価をされたが、自分も同感で、総合的に図書館のレ

ベルが高く、将来の可能性に変化して対応できる図書館にした点を学

ぶべきと感じた。  

 

ＣＣＣＣ委員委員委員委員：  

１ 通りと一体感のある明るい図書館、館内の様子が直接見られる全面

ガラス張りの構造が印象的。  

２ 子どもの利用が多く、中高生がグループで話し合ったり、勉強をし

たり、また、シニア世代が囲碁をしていたりして、活気があり長時間

の滞在利用がされるそれぞれに居場所のある施設。市民が気軽に参加

できる雰囲気が良かった。  
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３ ガラス張り、天然光の利用、床暖房、壁柱等の工法の新しさ。また、

活動場所や掲示場所に使用料、駐車場に市からの補助金等の点につい

ても驚いた。  

４ 安城と塩尻では人口規模が違うので、塩尻市民が満足する同程度の

滞在場所を安城が確保するのは難しいのではと感じた。  

５ 新図書館建設について様々な要望が寄せられたが、どうするのがよ

り多くの人が利用できるか、何が後で本当に役に立つのかという観点

で、話し合いの上、取りまとめていった館長の理念に感心した。  

 

ＤＤＤＤ委員委員委員委員：  

１ 来場してくつろいでいたお年寄りの方が「いい図書館でしょ」と嬉

しそうに話しかけてきた。この図書館を利用する方の素直な言葉が大

変印象的であった。  

２ 図書館が常に市民のニーズに応え、役に立つ利用される図書館であ

り続けようと進化している点。たくさんの資料、棚での並べ方、書庫

以外のスペースの活用、開放的なレイアウト、採光、色彩等にも工夫

が感じられ、利用しやすい、また利用したくなるようなサービスが随

所に感じられた。  

３「子どもの読書力パワーアップ事業」により、子どもの読書推進が図

られている。市立図書館で働いていた人が学校司書として全校に配置

されているのも先進的。本市の学校司書は週１日なので常駐になれば、

さらに図書館利用、子どもの読書推進につながると思われる。  

 

副会長副会長副会長副会長：  

１ ガラス張りで、子どもが遊んでいるところが外から見える。子ども

連れの世代を誘導するのに効果的。子どもの本の受付と支援センター

の受付が同じ場所にあるのは機能的で他にはなく好感が持てた。  

２ 中高生が集える配慮がある。また、市民センターと図書館のボラン

ティアのスペースも共有。施設の各所のテーブルをシェアしながら使

う。利用者が融合して施設全体を使う方式に感心した。  

３ 壁柱につけるマグネットや棚板等、さまざまな工夫がみられた。  

４ 本の並べ方について、例えば「がん」の本は、絵本、医学書、ケア
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の本、パンフレット、資料等がまとめてコーナーとしてあった。関連

した本を次々に手に取っていける配置はとても魅力的と感じた。  

５ 全体を通して「図書館を作る」ということは、実は「情報センタ

ー」を作ることだということを実感した。良いところ、可能なところ

は新図書館に取り入れていただきたい。  

 

会長会長会長会長：  

１ 今年度から図書館協議会の一員となり、視察をして図書館に対する

見方考え方が大きく変わった。  

２ 今まで図書館は、郊外の静かな場所にあり、利用する人も黙って本

を読んだり調べたり、話し声も周りに迷惑にならないようにしている

印象があった。（多くの人のイメージはこうであると思うが）  

３ 塩尻は、民間オフィスや会議室と同居。館内外はガラス壁で中の様

子が見えたり、飲食 OK、おしゃべり OK、多くの利用者で賑わって

いて、驚くことばかりであった。  

４ これからの図書館は、本だけでなく他の資料も扱って「情報センタ

ー」としての役割が重要。さらに利用者を増やすために、子育て支援、

青年交流、シニア活動支援、ビジネス支援などの複合施設として考え

て行く必要がある。  

５ 今回の視察で、図書館に対する発想の転換ができ、情報センターと

して考えるよい機会になった。  

 

事務局事務局事務局事務局： 委員の皆様のご意見を参考にしながら、新図書館の準備をす

すめて参りたいと思います。  

 

会長：会長：会長：会長： （１）について質問やご意見がなければ、（２）の「平成２６

年度主要事業概要及び事業（案）について」を議題とします。事務局

の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－２により水谷補佐、神谷係長説明  

 全般として昨年並だが、休館日の変更による光熱水費、委託料、賃金

の増あり。（仮称）図書情報館機能整備事業として新図書館の準備の

ための謝礼、委託料の内示あり。また、南吉関係で講演会２回、新図
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書情報館に関する講演会、大人向け講座、ブックスタート２年目でボ

ランティアのスキルアップ講座、定例の講座、おはなし会等実施予定。  

 

会長：会長：会長：会長：    何かご質問やご意見はありませんか。  

ＡＡＡＡ委員委員委員委員： 補足すると、南吉関連の斎藤卓志氏は、２冊目の南吉研究書

を４月末に出される予定と聞いている。  

ＢＢＢＢ委員：委員：委員：委員： シルバー委託料の増とは何か。  

事務局事務局事務局事務局： 新たに開館日となる日は平日のため、午後７時まで開館です

ので、夜間の警備委託が日数分増となっています。  

ＢＢＢＢ委員：委員：委員：委員： からくり BOOKS は２５年度でも作っているのか。  

事務局事務局事務局事務局： 西尾市が尾崎士郎の電子紙芝居を作成したという新聞記事が

１月にでましたが、その方の指導で安城市も昨年度から「都築弥厚」

を取り組んでいます。市内三高校の美術部員のボランティアによるも

のです。２６年度は予算化して「山崎延吉」「新美南吉」のからくり

BOOKS を作成する予定です。  

ＣＣＣＣ委員委員委員委員： 今年度の一般向け講座「東海道中膝栗毛」は、魅力的で面白

かった。大人向けの講座の企画も継続してお願いしたい。  

事務局事務局事務局事務局： 何かいいテーマがあればお知らせください。  

 

会長会長会長会長： その他はよろしいですか。では（３）の「中心市街地拠点整備

事業の状況等について」事務局の説明をお願いします。  

事務局：事務局：事務局：事務局： パワーポイントにより岡田主幹説明  

  基本コンセプト、提案の概要、施設概要、運営形態、今後のスケジ

ュール。提案の拠点施設（５階建）の各階、立体駐車場（２７５台）、

民間施設（スーパー等）、広場公園の特徴。イメージ動画。  

 

会長：会長：会長：会長：ただいまの説明にご質問やご意見はありますか。では、私から。

図書館は無料が原則だと思うが、使用料がでますか。  

事務局事務局事務局事務局： １階の多目的ホール、リハーサル室等は使用料をいただきま

すが、２～４階の図書館部分は無料となります。先ほどの話の塩尻は

ゲートの外の図書館でない部分で部屋や床や壁を専有して使いたい時、

予約して使用料を払う方式でした。  
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会長会長会長会長： 無料はいいが先着順だと慣れた人だけがいつも使っていること

になる恐れもある。市民が広く使えるよう何らかの工夫をしてほしい。  

事務局事務局事務局事務局： 図書館部分には、予約をして使う座席や学習室があり、事前

予約のシステムも予定しています。フリーの閲覧席も多く設け、今の

図書館の３倍の６７０席を予定しているので、席がないから図書館に

行けないというようなことにならないように考えています。  

教育長教育長教育長教育長： 提案内容で、変えられる部分はどの程度あるのか。  

事務局事務局事務局事務局： 総経費が変わらなければ、運営に使い勝手のいいように若干

の変更は可能と思います。その協議を始めていますが、今後、夏頃の

実施設計に向けて協議を詰めていきます。基本設計が終われば方向性

が定まってきます。  

ＢＢＢＢ委員委員委員委員： その方向性は誰が確認するんですか。  

事務局事務局事務局事務局： 協議会の皆さん、市民の皆さんにお示しする機会を考えてい

ます。また、予算の説明にもありました謝礼は有識者（建築、図書館

運営等の専門家）のアドバイスを頂くもので、基本設計の段階で反映

できればと思います。ＰＦＩは、提案されたものを採用で設計、建設、

維持管理を事業者が行いますが、長く市民が使う施設になりますので、

市民目線からの設計の変更協議をすすめたいと考えております。  

副会長副会長副会長副会長： 「でん」というスペースの空調、夏場の対策はどんなですか。  

事事事事務局務局務局務局： ガラスの出窓部分ですが、空気の流れがあり、ブラインド等

の設えもあると聞いています。現図書館のおはなしコーナーのような

温室とならないよう、これからの協議で確認していきたいと思います。  

教育長教育長教育長教育長： 外壁の色はどうか  

事務局事務局事務局事務局： 今見て頂いた動画のようなレンガタイルをイメージしていま

す。当初案はもっと赤かったので、若干変わってくるかと思います。

また、安城の公共施設はこのような色合いが多用されていますが、地

場産業でレンガ製造があったこともあります。広場部分には再利用の

レンガを貼る案も出ています。  

    

会長会長会長会長： その他ご質問はありますか。また気づいたことがあったら、事

務局にお伝えいただけたらと思います。それでは、（４）のその他の

説明を事務局お願いします。  
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事務局事務局事務局事務局： 水谷補佐説明  

平成２６年度の協議会は年３回を予定。第１回は７月頃、第２回は１

１月頃に本年度オープンの大府市中央図書館の視察、第３回は年度末

で予定したいと思いますのでよろしくお願いします。  

 

会長会長会長会長： 他にはよろしいでしょうか。  

ＢＢＢＢ委員委員委員委員： ２つ質問ですが、岡崎の図書館も利用しているがトラブルが

多い。返却したのに返却がされていなかったり、連絡もなくいつの間

にか返したことになっていたりしたことが１年で３回もあった。安城

ではそういう処理ミスはあるのか。  

事務局事務局事務局事務局： 十分確認しながら処理していますが、本年度クレーム台帳に

記録するようなミスは２件のみです。年間２００万冊の貸出返却で２

件のクレームですので、ほぼ間違いなく処理されていると感じていま

す。なお、未返却の図書が発生した場合には、処理票を起こしてその

後を対応する手順になっています。  

ＢＢＢＢ委員委員委員委員： 選書の基準や資料収集方針はどうなっているのか。三鷹市や

千代田区、枚方市、塩尻市などはきちんと公開されているようだが。  

事務局事務局事務局事務局： 収集方針は図書館のホームページの中に掲載されています。

リクエストの際、購入しない本もあるので、方針を公開して明示する

ことが必要だからです。ただし、選書の基準と資料収集方針は一体と

なった表記ですが。  

ＢＢＢＢ委員委員委員委員： ワークショップの先生が安城の選書はいいという評価をされ

ていたので、その基準を知りたいと思いました。  

ＡＡＡＡ委員委員委員委員： 公民館会場の本のリサイクルは、好評だったようだが。  

事務局事務局事務局事務局： 今年度は５か所の公民館で開催し、５千冊ほど配布しました。  

ＡＡＡＡ委員委員委員委員： 身近なところで開催してくれるのはいいことだ。また、西尾

では図書館に常設のコーナーがあるようだが。  

事務局事務局事務局事務局： 現在の図書館ではスペースが確保できないので、借りる本と

配布する本が混在する棚運用は難しい。新しい図書館では別に除籍本

リサイクルコーナーを常設で設ける予定です。  

会長会長会長会長： その他ありますか。  

事務局事務局事務局事務局： 委員の皆様の任期ですが、２６年４月末で２年の任期が経過
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します。ご異存がなければ次の２年を継続でお願いしたいと思います

がいかがでしょうか。（特段の申出なし）  

では、ありがとうございました。以上で会を閉じさせていただきます。

最後に部長がお礼の挨拶を申し上げます。  

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習部長部長部長部長： 本日はご多用の中、ご出席いただきましてありがとう

ございました。いよいよ図書情報館の建設に向けて本契約となってま

いりました。委員の皆様方には格別のご協力とご指導をお願いしたと

思っております。全国に誇れるような施設となるよう、我々も頑張っ

ていきますので今後ともよろしくお願いいたします。  

 

閉会 午後３時２０分  

 

 


