
 1

平成２７年度 第２回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２７年１０月２日（金）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。定刻前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２回安城市図書館協議会を始めさせ

ていただきます。  

まず初めに、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杉山教育長よりご

挨拶申し上げます。  

教育長：教育長：教育長：教育長： この夏はことのほか暑い夏で、９月に入ってからは天候不順
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な日が多く、各地で大きな自然災害も起きている状況ですが、季節は

確実に秋を迎えていると感じられます。  

さて、本日の議題は２つございます。１つは子ども読書活動推進計画

ですが、改訂の素案ができましたのでご説明を申し上げます。ご承知の

ように文科省においても、ここ数年の間、子どもの読書、とりわけ学校

図書館の充実を打ち出してきております。その変化に対応し、なお図書

情報館の整備等の本市独自の要素も含めて、向こう５年間を見据えた計

画にしてまいりたいと思います。どうぞ忌憚のないご意見を賜りますよ

うよろしくお願いをいたします。  

２つ目の議題は図書情報館の機能整備についてでございます。去る９

月の議会で、債務負担行為といいまして、来年度以降の長期的な予算を

担保して ICT 化事業をすすめる補正予算の議決がなされました。それ

についてのご報告もさせていただきます。  

本日、貴重なご意見を賜りながら、今後の図書館行政に活かしていき

たいと思いますので、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： 先日、十五夜と満月が二日ともよい天気で、秋の感じられる季

節となりました。お供えにススキをと思い堤防にいったのですが、見

事に刈り取られて何もありませんでした。今日は季節の花とういこと

で NHK のニュースで紹介されていた「シモバシラ」を自宅からもって

きましたので皆さんにもご紹介します。寒さの厳しい２月ごろ、根元

の茎の水分が凍って、ちょうど霜柱のように見える珍しい植物です。

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２回目の

協議会です。よろしくご意見等をお願いします。  

 

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。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）「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（１）を資料１により加藤専門主査説明。  

国、県、市の計画策定の背景と趣旨、２次計画の評価、３次計画にあ

げる基本理念、それを実現する３つの基本目標、８つの方策、２０項目
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の重点施策、それを計る目標指標についての要点を説明。  

    

会長：会長：会長：会長： 何かご質問、ご意見はございませんか。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： 学校司書の人材確保のためには、司書資格を問わないとしては

どうか。法的な要件ではないのだから、その方がやる気のあるいい人

材を広く募集できると思う。例えば元教員ならば、授業の内容もよく

承知しているはず。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 現状の８名を２９名にするときに、司書資格のハードルが高

いということになるかも知れません。人材確保の際その点を考慮する

ことも案とは思いますが、現在採用の８名の方は皆司書資格を持って

おられ、その方たちの力量によって学校図書館の状況が劇的に変化し

てきたということを感じております。  

会長会長会長会長：：：： その８名は、教員というわけではないのですね。  

BBBB 委員委員委員委員：：：： 学校司書が入って学校図書館は劇的に変わりました。司書教諭

が担任を持ちながらではなかなかやれないことを、学校司書さんがど

んどんやってくださるので、どの学校も利用や貸出数が大きく伸びて

います。教員も授業で使う相談ができるようになり、大変助かってい

ます。司書の仕事で分類や整理などは、資格があって基本的な知識を

もった人の方が、すすめやすいのではないかとは思います。  

会長会長会長会長：：：：    今、劇的に改善している現状があるのに、さらに全校に皆配置

する必要性についてはどうですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 毎年、子ども読書計画の進捗管理のため学校図書館のアンケ

ート調査をしていますが、学校司書が複数校兼任で、各校での活動が

週１回程度では不足、ぜひ専任にしてほしいという意見が大多数です。

文科省の学校図書館整備でも専任の学校司書配置の効果が大きいとい

う方向性を出していますので、今回の子ども読書計画の目標として掲

げたいと思います。  

会長会長会長会長：：：： 学校現場では他にも必要なことがあると考えられるので、図書

館ばかりでなく、総合的な見地から子どもたちの環境の向上に努めて

もらいたいですね。  

AAAA 委員：委員：委員：委員：    「らぶっくす」はどうにもイメージできない。やはり YA とか

ティーンズではないですか。  
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事務局：事務局：事務局：事務局：     前回の協議会でもご説明しましたが、「ラブ」とか「ライ

ク」を連想させる独自の造語です。新しい図書館の新しい展開として

すすめたいと考えています。読書計画案の方にも注釈を入れたいと思

います。  

副会長：副会長：副会長：副会長： 先ほどの学校司書の件ですが、全校配置になるとどういう効

果が期待できるのか、どのような理想像を描いているのでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 学校図書館は、楽しみの読書ばかりでなく、授業を下支えす

るようなより豊かな資料を子どもたちに提供する機関と考えています。

各校に十分な資料費があるわけではないので、中央図書館が物流を含

めて資料提供する際に、学校側の窓口になる人が常駐でいればより円

滑にすすみます。授業で使う本について、学校司書は先生方から要望

をきき、図書館は週１回の指定日ではなくそのつど学校に必要な本を

配送することができるので、子どもたちの学力アップにつながってい

くというイメージを持っています。  

  アンケートでも２５年度に授業で学校図書館を利用したのは１校平

均２０回だったのが、２６年度は４６回に倍増していますので、学習

環境の面でも学校司書の効果は大きいと考えています。  

BBBB 委員：委員：委員：委員： 文科省の求めているアクティブラーニングは、電子機器を使っ

て子どもの問題解決能力や学力向上を図るものですが、それには文字

や書物から読み取る能力も同時に育てなくてはなりません。教員は多

忙なので、学校図書館にどんな本があるか、中央図書館からどんな本

が借りられるか、ホームページにどんな情報があるかについて、相談

できる学校司書が身近にいれば、ますます学校図書館を使って教員は

より楽しい授業ができ子どもたちは勉強を好きになり、しいては学力

がアップするものと思います。  

もちろん、学校にはその他の特別な支援が必要な子どもも少なくない

ので、学校司書だけではなく、学校現場では物がそろっていることも大

事ですが、何より人的な援助が求められていると強く感じます。  

会長：会長：会長：会長：    私も教員の経験があるのでわかりますが、授業で必要な本はど

の学校も同じ時期に欲しいということがあります。人材はもちろんで

すが、物としてもある程度分量が必要になってきます。それぞれ予算

を伴うことですので、総合的な見地が必要ということになるのではな
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いかと思うわけです。  

CCCC 委員：委員：委員：委員： 私は読み聞かせグループで、小学校で授業の時間をいただいて

いますが、今までの経験から自分たちの基準ですすめています。もし

学校司書がいたら、授業でどんなことをしているとか、この学年には

どんなことを取り上げてほしいかとか、情報交換できるのにと思いま

した。  

  また、不登校の子どもの相談員をしていますが、そういう子が授業

を抜け出して図書館へ行ったとき、本を読んだりしてサポートしてあ

げられる人がいればどんなにその子は救われるだろうかと思います。  

副会長：副会長：副会長：副会長： ０～６歳児の図書館利用者カードの保有率ですが、ブックス

タート実施の前と後ではずいぶん違うでしょうね。  

事務局：事務局：事務局：事務局： ブックスタートを実施した会場で、そのまま赤ちゃんえほん

かしだし隊のコーナーにご案内します。ほとんどの方はそこで券を作

って本を借りていかれます。その後公民館や図書館の利用者になって

くださいます。それで全年齢の登録率が３２．１％に対し、この年齢

が７５．５％となっているわけです。  

会長：会長：会長：会長： 本の冊数を増やせば読書する人が増えるわけではないので、さ

まざまな工夫や取組みを考えて、計画の推進をしてほしいと思います。  

事務局：事務局：事務局：事務局：    今後のスケジュールですが、本日配布の素案を改めて詳細に

ごらんいただき、ご意見ご質問を１０月３１日までに事務局へお寄せ

いただきたいと思います。そこで手直しし決裁を受け、議会説明、年

明けにはパブリックコメントとして一般市民の方のご意見をいただき、

それをふまえた内容のものを図書館協議会にお諮りし、２８年度から

実施という予定で考えております。どんなことでも結構ですので、ご

意見等がございましたら、今月中に図書館までご連絡をお願いいたし

ます。  

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（２）「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（２）を資料２により石川主幹説明。  

 債務負担行為の金額、図書館システム以下５項目の概要と調達方法、

プロポーザル方式の説明。  
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会長会長会長会長：：：： なかなか大きな事業になるようですが、質問はありますか。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： 図書館の基幹システムは変わるのですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 現在のシステムは２９年３月でリース満了になります。プロ

ポーザルでの提案による選定になりますので、現在の業者であること

もありますが、そうでないこともあります。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： なぜかというと、他市の図書館も利用しているが、安城市のも

のが一番使いやすいと感じているからです。今よりも利便性が落ちな

いように留意してもらいたい。  

        それから、２２０インチスクリーンのコンテンツは業者制作になる

のですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 市が仕様書という形で要望し、複数の業者が提案し、その中

からもっとも優れたものを採用するという形になります。入札は同じ

ものならば、価格の安いものを採用する手法ですが、一覧にある４つ

のプロポーザルは、それぞれ金額の上限を決めてその範囲内で、もっ

とも優れた、ふさわしいものを選定するという方式になります。  

CCCC 委員：委員：委員：委員： 他に同様の事例はありますか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 図書館システムについては国内の主要メーカーに問い合わせ

をし、情報収集しながら仕様書を作成しています。  

DDDD 委員：委員：委員：委員： 図書カードも一新されるのですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 今の図書カードはそのまま継続して使用できるような仕様書

にします。  

副会長：副会長：副会長：副会長： ２２０インチのスクリーンにはどんなものが流れるのですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： ニュースや天気予報、交通機関の運行状況はもちろんですが、

独自のものは現在検討中です。  

会長：会長：会長：会長： 他にご質問はありますか。  

EEEE 委員：委員：委員：委員：    子ども読書計画の指標で、保護者向け講座の開催の現状が３回

に対し、目標が４８回になっているが、誤りではないですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 図書情報館では、貸出返却が自動化されるので、スタッフは

フロアサービスや講座開催などに力を注ぐことになります。週１回程

度の実施を目標にするということで、誤りではありません。  

会長：会長：会長：会長： そのほかよろしければ、議題３「その他」をお願いします。  
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事務局：事務局：事務局：事務局： お手元に市民大学のチラシを配布させていただきました。そ

の第１回の荒俣宏氏ですが、中央図書館開館３０周記念という冠で

「図書館と読書の力」という講演です。委員の皆様にもぜひお申し込

みいただきたいので、ご案内させていただきます。  

会長：会長：会長：会長：    他にはよろしいですか。  

AAAA 委員：委員：委員：委員： ところで最近のフェイスブックで話題になっていることですが、

茨城県神栖市の図書館では、ホームページで図書館の運営方針や資料

収集方針等を公表していて、図書館関係者から注目されているようで

す。新図書館開館にあたり安城でも市民向けにアナウンスするとよい

のではと思います。  

  また、ホームページで蔵書の横断検索をすると、読みたい本が他市

の図書館になく安城にある場合が多いですが、近隣で蔵書の分担をし

ているということはありますか。  

  また今年度、岐阜市で新図書館がオープンしている上、１１月開催

の図書館総合展では岩手県紫波町の話題でフォーラムが予定され、い

ろいろ学ぶことも多いと思うので、この機会に情報提供します。  

事務局：事務局：事務局：事務局： ありがとうございました。神栖市ほど具体的な数値をあげて

はいませんが、収集方針や除籍基準は当館もホームページに掲載して

います。蔵書構成は日々研鑽しながらスタッフが選書にあたっている

結果と感じております。また、岐阜市はすでに何人かが個人的に見学

に行っており、紫波町は今年７月に市長が直接視察しています。もち

ろん図書館総合展には複数名が出張する予定になっています。  

会長：会長：会長：会長： 以上、他にないようでしたら、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： 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。子ども読書計画の件ですが、今月末までにご意見をいただき、

さらにいいものとしたいと思います。新しい図書館ができるというこ

とで注目を浴びることになりますので、図書館をよくご承知の委員皆

様方からぜひご意見をいただきたいと思います。本日は、ありがとう

ございました。  

閉会 午後３時１０分  


