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平成２７年度 第１回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２７年７月７日（火）午後１時２５分  

場  所   安城市中央図書館 会議室  

出 席 者   稲垣英夫  会長 

鶴田順子  副会長 

 塚原和江  委員 

青山文子  委員 

 後藤理恵  委員 

杉浦正敏  委員 

 石川勝治  委員 

杉山春記  教育長  

       神谷秀直  生涯学習部長  

       寺澤正嗣  生涯学習部次長  

岡田知之  中央図書館長 

石川芳弘  主幹  

水谷隆志  館長補佐 

       神谷美恵子 館長補佐兼図書係長 

       天野美喜太 施設管理係長 

       加藤康平  専門主査 

傍 聴 者  なし 

開  会   午後１時２５分  

 

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長： 皆様こんにちは。定刻に若干早いですが全員おそろいにな

りましたので、ただ今から平成２７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。  

それでは最初に辞令交付をいたします。中川委員に代わって塚原和

江様にご就任いただいておりますので、これより教育長から辞令の交

付をいたします。では、塚原様、前へお進みください。  

＜辞令交付＞  

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。  
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＜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教育長よりご挨拶

申し上げます。  

教育長：教育長：教育長：教育長： 梅雨のまっただ中ですが、小中学校も来週末で一学期を終え

るという時期を迎えました。本日はご多用のところお集まりいただき

ましてありがとうございます。  

  さて、６月３日に図書情報館を核とする拠点施設の起工式が、更生

病院跡地で行われました。ここにお見えの会長様にもご臨席いただき

まして、無事とり行われたことをまずもってご報告申し上げます。  

いよいよ２年後がオープンということで工事も本格化してまいります

が、これからは図書館の運用を含めたソフト面での充実にむけた準備も

していかなければなりません。街中の賑わいの創出と活性化という市と

しての大きな課題もありますが、教育委員会としては、この図書情報館

が生涯学習の拠点として、より一層市民の皆様方に親しまれ愛されるよ

うになることが第一義であると考えております。本日はこれに関連した

議題もございますので、ぜひとも忌憚のないご意見を賜りますようお願

いを申し上げます。  

また、本年度につきましては１年先延ばしにした「子ども読書活動推

進計画」の改訂の年でもあります。文部科学省も学校司書の交付税措置

など読書活動の推進を国の重要施策のひとつとしておりますが、本市に

おいても図書情報館の整備を期に、学校図書館との連携をはかる等、子

どもの読書環境の整備に努めてまいりたいと考えております。この図書

館協議会で、皆様方の忌憚のないご意見を賜りますよう、重ねてどうぞ

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： 続きまして会長様お願いいたします。  

会長：会長：会長：会長： 今日は七夕の日ですが、あいにくの雨です。季節の植物という

ことで、今日は「半夏生」を持ってきました。葉の色具合が特徴的で、

安祥城址公園や名古屋の白鳥公園のものが今頃の時期、なかなか立派

で見ごたえがあります。また、関心を持って見ていただけたらと思い

ます。本年度第１回目の協議会です。よろしくご協議をお願いします。  

 

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長： 今回新年度初回の会合であります。新しい委員さんも加わ
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り、事務局にも異動がありましたので、順に簡単に自己紹介をお願い

します。  

＜各委員、事務局の自己紹介＞  

ありがとうございました。では議題につきましては、会長の進行で

お願いします。  

    

会長：会長：会長：会長： それでは議題に入ります｡まず、議題（１）「副会長の選出につ

いて」ですが、いかがしましょうか。どなたかご推薦いただければと

思いますが。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： はい｡副会長に鶴田順子委員を推薦いたします｡ 

会長：会長：会長：会長：    鶴田委員をとの声がありましたが、いかがでしょうか。  

     （異議なしの声あり）  

では、鶴田委員を副会長とします。経験も深く、図書館にも詳しいの

で心強い限りです。  

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長： では、副会長席へお移りください。一言お願いします。  

副会長副会長副会長副会長：：：： 前副会長に比べ未経験のこともあるかとは思いますが、委員

の皆様のお力をお借りし、図書館の方、市の方の指導をいだだきなが

ら務め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：    それでは次の議題に入ります｡議題（２）「平成２６年度の利用

状況等について」の説明をお願いします｡ 

事務局：事務局：事務局：事務局： 議題（２）を資料２により水谷補佐説明。  

蔵書は６８万冊、建物の収容能力ほぼ一杯。貸出利用は１８５万冊、

若干の減少傾向。子どもの減少、ネット通販の普及等が主な要因か。読

書推進につながる取り組みを継続しつつ、新図書館準備に取りかかる。  

    

会長：会長：会長：会長： 何かご質問、ご意見はございませんか。  

BBBB 委員：委員：委員：委員： いくつかありますが、まず、総貸出と個人貸出の違い、それか

らＷＥＢ上での借り直しの扱いはどうなっているのでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 総貸出は個人貸出と団体貸出を合わせた数です。また、窓口

での借り直しは新たな貸出としてカウントされていますが、ＷＥＢ上

での期限延長は新しい貸出にカウントされていません。今のシステム



 4

では延長の実数はわかりませんが、かなりの数になっているのかも知

れません。  

BBBB 委員委員委員委員：：：： 一人あたりの貸出数も全国的にみても高い水準だが、誇れる点

をＰＲして市民に関心を持ってもらうようにしたらいいのではないか。

浦安市はその点ホームページでうまくアピールしている。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 図書館の姿や評価が市民に浸透するよう、今後さらにＰＲを

工夫したいと思います。  

会長：会長：会長：会長：    貸出数さえ増えればいいということでもないだろうから、大事

な点は何かということを忘れずに取り組んでもらいたい。  

CCCC 委員：委員：委員：委員： 広報７月１日号の図書館の特集、特に読書感想文のお助け福袋

はいい企画で感心しました。子どもが必要としていることを先取りし

て図書館がどしどしやっていくのはいいことと思います。  

BBBB 委員：委員：委員：委員： 例えば個人利用者でもどの層の利用が少ないのか、分母になる

数値は分かりますか。市外利用者でも分母になる数値はわからないが、

市外の人の方が利用率が高いのかもしれない。どういう層にどう働き

かけるのかを考えるといいのでないか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 市内実利用者は１７％弱、３万人程度ですので、どの年代に

どのように利用を図るかを分析して、図書情報館での取組みを展開し

ていきたいと思います。  

BBBB 委員：委員：委員：委員： リクエストで購入と借用の違いは何でしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 選書方針に合うものは購入、合わないものや絶版のものは借

用になります。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： では買う予定の本は。  

事務局：事務局：事務局：事務局： その時点で所蔵がなければリクエストですが、発注済みのも

のは通常の予約でカウントしています  

BBBB 委員：委員：委員：委員： 複写サービスも、もう少し安くなると利用しやすくなると思う

が。  

事務局：事務局：事務局：事務局：    コピー料金は、市の手数料条例で決められているので、全庁

的な利用料金引き下げの見直しがあれば、あわせて改正となると思い

ます。  

会長：会長：会長：会長：    個人の感想ばかりでなく、この協議会は、各団体や市民の代表

としての意見を述べていただけるといいと思いますね。  
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DDDD 委員：委員：委員：委員： ブックスタートはいい取組みでお母さん方に好評ですが、南

吉絵本が１種類では、２人目３人目の子どものとき重なってしまいま

す。今後、種類を増やす予定はありますか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： ５年ごとに南吉絵本大賞を公募し、大賞作品を絵本化する計

画ですので、次は平成３０年に２冊目を作る予定です。赤ちゃん絵本

の３種類は今年度全部入れ替えましたので、２人目３人目でも違う本

を選んでいただけます。  

会長：会長：会長：会長： 同じ本を同じ人に何冊もあげるのではなく、欲しい人にあげれ

ばいいのではないか。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： 第１子かどうかは保健センターで把握しているのではないです

か。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 図書館にはその情報は提供されていないので、お母さんに伺

って対応しています。第２子でも転居してきた方には差上げています。  

CCCC 委員：委員：委員：委員： 実施率９７％だと残りの３％は。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 健診に参加されなかった方は保健師が個別訪問する際に本を

渡しています。名簿作成時に該当者でも転出で市外へ行かれた方が若

干いるということです。  

 

会長：会長：会長：会長：    そのほかよろしければ次の議題に入ります｡議題（３）「中心市

街地拠点施設及び図書情報館機能整備事業について」の説明をお願い

します｡ 

事務局：事務局：事務局：事務局： 議題（３）を資料３により神谷補佐説明。  

 各 階 ゾ ー ニ ン グ 、 排 架 の 考 え 方 、 具 体 的 取 り 組 み 、 フ ロ ア 別 冊 数

（案）について説明。  

 

EEEE 委委委委員：員：員：員： ３階に「LaBookS」コーナーということだが、「La」はフラ

ンス語の女性名詞の定冠詞なので違和感がある。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 「ら」は、ラブ (愛 )、ライト (軽い )(明るい ) などの意味をこめ

た造語です。ティーンズでは１０代専用、ヤングアダルトでは抵抗が

あるという方もあるので、新しいイメージで展開するコーナーの名称

としての案です。  

EEEE 委員：委員：委員：委員： ところで排架の排の字は、配ではないのか。  
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BBBB 委員：委員：委員：委員： 一般的ではないが、図書館業界では分類整理して並べることに

排架の文字を使うようだ。間違っているわけではない。しかし、ラブ

ックスは調べてもでてこないので何かと思った。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： どういう思いで名称をつけたのかを利用者に強くアピールすれ

ば、新しいイメージで定着するいい言葉になると思います。  

BBBB 委員：委員：委員：委員： 排架は「現在利用している人向け」「現在利用していない人向

け」「新しい視点」と、それぞれに対応するロジカルなグルーピング

や配列が必要と考える。思いつきでばらばらに並んでいるのでは返っ

てわかりにくいことになる。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 今までは図書の分類番号順が基本でしたが、市民目線で利用

しやすい並べ方を行っていきたいと考えております。  

副副副副会長：会長：会長：会長： ところで、今ここに新編安城市史がありますが、図書館の記

述はわずか９行のみです。旧市史には５ページにわたって農業図書館

からの経緯が載っているにもかかわらずです。これだけ活動している

今の図書館が着目されていないのは残念な限りですが、市民でもまだ

まだ図書館を知らない人が多くいます。今度は市の中心的事業として

街の真ん中に建設されます。広く市民に図書館を発信し、多くの人の

集まる施設としてもらいたいと思います。  

 

会長：会長：会長：会長：    では次の議題に入ります｡議題（４）「第２次安城市子ども読書

活動推進計画の進捗状況及び第３次安城市子ども読書活動推進計画に

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により加藤専門主査説明。  

 １２３指標のうち８６指標が目標達成、２０指標は計画当初より悪化。

代表的な６項目の概要、及び今後の策定スケジュールについて説明。  

 

EEEE 委員：委員：委員：委員： 資料を見ると団体貸出が目標に達していないようだが、新図書

館には対応する設備がありましたか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： ５階の事務室と同じフロアに学校図書館支援室を設け、２万

冊程度を用意し、学校司書が選書したり打合せしたりできるようにな

ります。  

CCCC 委員：委員：委員：委員： 「児童クラブへの読み聞かせ」が進んでいないようだが、子ど
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もたちが心を落ち着けて１冊でも読める環境づくり、指導員への読み

聞かせ講座等ができるとよいのでは。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： 私たちのグループは児童クラブへも読み聞かせに行っています

が、そこにいる先生方は多忙で負担が大きいので、やはりボランティ

アグループが訪問して読み聞かせをするのが実際的と思います。また、

児童クラブの子にとっては、図書館はもちろん公民館の図書室へでか

けるのも結構大変なことですから、学校の図書室が下校後とか夏休み

に利用できるようになると、もっと利用率が上がると思います。誰か

が選んだものをこれを読めと置いておくのではなく、身近にある学校

図書館で好きな本が自分で選べると子どもは喜びますね。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 児童クラブは、子育て支援課の管轄で、まだ連携がとれてい

ません。学校図書館とのネットワークを作るなかで、放課後の時間帯

の利用についてもまだまだ協議をしていかなければなりません。  

DDDD 委員：委員：委員：委員： 現状を申しますと、学校司書が入ってから学校図書館は激的

に良くなりました。学校司書が中心になって保護者のボランティアが

環境整備を進めてくれ、書架の整理も進み、貸出利用が大きく増えま

した。児童クラブの子もよく利用しているようですが、下校後や夏休

みになると、当番する司書や学校で在中する職員の問題があります。

設備だけでなく人的対応がなければ学校図書館は機能しません。  

会長：会長：会長：会長： 学校現場では図書館だけでなくいろいろな問題があると思うが、

各方面の担当が協議改善して、少しずつでも良くなっていくように取

り組むことが重要だと思う。  

  以上、他によろしいようでしたら、議題については終了し、事務局

にお返しします。  

 

事務局：事務局：事務局：事務局： では、６のその他でございますが、次回の協議会の日程とし

て、１０月２日（金）午後ということで、仮に予定させていただきた

いと思います。その他、議題以外で何かございますか。  

BBBB 委員：委員：委員：委員： 国会の動きも皆さんに。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 図書館協議会を必置とする法改正の要望書が関係方面から出

され、６月の参議院の文教科学委員会で文部科学大臣が、設置促進と

活性化を図る主旨の答弁をした、ということがありましたので、ご紹
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介させていただきます。  

  それでは、最後に生涯学習部長がお礼の挨拶をいたします。  

部長：部長：部長：部長： 本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござい

ました。この場で言い尽くせない点もたくさんあったかと思います。

また、その都度事務局の方へご意見くださればと思います。新しい図

書館が皆さんに愛され親しまれるようにしたいので、これからも引き

続きいろいろな目線からのご意見をいただきたいと思います。本日は、

誠にありがとうございました。  

 

閉会 午後３時３０分  


