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平成２７年度 第３回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２８年３月１５日（火）午前９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   午前９時２５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３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。それでは開会にあたり教育長からご挨拶

を申し上げます。  

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
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うございます。いよいよ３月も半ばを迎え、一雨ごとに春を感じる季

節になりました。中学校では今月の４日に穏やかな天候の中、卒業式

を迎えることができました。小学校は今週の金曜日に卒業式を迎えま

すが、インフルエンザの流行が心配されております。実は先週、小学

校７校１１学級が閉鎖になっておりまして、今日から学年閉鎖をする

学校もでております。それも６年生ですので大変心配をしておりまし

て、早く収束してほしいという祈るような気持ちでございます。  

本日は第３回の図書館協議会で、大きな議題は３点ございます。まず、

第３次子ども読書活動推進計画がまとまりましたので、この会議で最終

的なご承認をいただきたいと思います。２点目は２８年度の主要事業と

予算案。３点目は中心市街地拠点施設及び図書情報館の進捗状況につい

てであります。図書情報館の開館まで１年３か月になってまいりました。

３月議会で審議中の内容も含めまして、ご説明とご報告をさせていただ

きたいと思います。  

なお、皆様方の任期は４月末までとなっておりますが、この２年間、

安城市の図書館行政について多大なるご審議、ご意見をいただきました

ことを感謝申し上げます。本日もよろしくお願いたします。  

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： 市民憲章にあります「自然を愛し、緑のまちをつくる」の一つ

として、毎回植物の話をさせていただいています。今日持ってきたの

は「ジンチョウゲ」で、香りのいい春先の花です。和紙の材料になる

「ミツマタ」と同じ種類の、生命力の強い挿し木でたくさん増える花

です。この時期は花の多い季節で、昨日のニュースでもこの時期の雨

は「催花雨」というと紹介されていました。  

また、関心を持って見ていただけたらと思います。本年度最後の協議

会です。よろしくご審議、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。では議事の進行は、会長にお願

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。  
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前回協議会提出の案以後の意見の紹介。それを受けての修正後、パブ

リックコメントを実施したが意見がなかったため、この案どおりに４月

１日から実施したい旨を説明。  

    

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： 公民館図書室には、児童書を重点的に配置するようですが、

公民館は児童書を中心としていくのですか。他のジャンルのものはど

ういう扱いでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 子ども読書計画としては、身近にある公民館図書室の充実が

子どもの読書推進をすすめるという考え方でございますが、大人の読

書推進については、この計画では特にふれておりません。  

副会長：副会長：副会長：副会長： 中央図書館のホールにヤングアダルトコーナーが移されて、

大変目立ついい配置と思います。利用の方はどうでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 現在２０００冊余りのこのコーナーの延貸出数は１００００

冊を超えています。蔵書の平均回転率が３程度ですので、よく利用さ

れているということです。新図書館では「らＢｏｏｋｓ」という名称

で２００００冊規模のコーナーにする予定です。  

ＢＢＢＢ委員：委員：委員：委員： 「らＢｏｏｋｓ」コーナーを公民館におく考えはないですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 「らＢｏｏｋｓ」は装備を変えますので、公民館でもその本

だけ集めたコーナーは可能です。が、現在は、まず新図書館のコーナ

ーが充実したものとなるよう選定や購入の作業にかかっています。  

会長：会長：会長：会長： 他にはよろしいでしょうか。では、この協議会の議決としてこ

の第３次安城市子ども読書活動推進計画を承認いただける方の挙手を

求めます。  

 ＜挙手全員＞  

では、全員一致ということで承認されました。議題（１）については

終了し、議題（２）の「平成２８年度主要事業及び予算案について」に

移ります。事務局お願いします。  

 

事務局：事務局：事務局：事務局： 議題（２）を資料２により天野係長、神谷補佐説明。  

 ６つの事業、うち大きく増額の図書情報館機能整備事業は 926,425 千

円、この事業の５項目の委託の概要とプロポーザルの状況を説明。  
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新規事業として第２回新美南吉絵本大賞 1,588 千円。趣旨と第１回の

状況、第２回のスケジュール等を説明。また、継続事業として図書情報

館機能整備事業を説明。  

 

会長会長会長会長：：：： ご意見ご質問等はありますか。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 今年の資料には予算の金額が入っていますが、問題はありま

せんか。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 大きな事業ですので、規模をご理解いただくためにあえて入

れてあります。会議録の公表は３月議会の議決後になりますので支障

はありません。  

副会長：副会長：副会長：副会長： 図書館システム整備事業の「読書通帳機」とは何ですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 銀行の通帳と同じ形の通帳に、借りた本の記帳ができる機械

です。子どもさんには通帳を無料で配布しますので、楽しみながら、

読書推進が図れると考えています。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 大人用でホームページの「マイページ」画面に１００冊の本

の記録ができるが、もっと増やしてくれるといいと思う。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 現在のシステムでは、借りた本や読みたい本のリストとして

１００冊分が記録できますが、新しい図書館システムではさらに充実

できるよう協議したいと思います。  

ＣＣＣＣ委員：委員：委員：委員： ブックスタート事業で「全国に類を見ない保護者の方へのブ

ックスタート」とはどんなことでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 通常のブックスタートは赤ちゃんを対象に赤ちゃん向け絵本

だけをプレゼントする事業です。安城が加えて渡しているもう１冊の

南吉絵本は赤ちゃんには難しいですが、保護者の方に南吉絵本のしみ

じみとした面白さを感じていただき、今まで本になじみの薄かった方

にも本に親しむきっかけになるようにとの意図からでございます。そ

の意味で「全国に類を見ない」という表現を使っています。  

 

会長：会長：会長：会長： 他はよろしいようでしたら、では、議題（３）の「中心市街地

拠点施設及び図書情報館整備の進捗状況について」を、事務局お願い

します。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 議題（３）を資料３により石川主幹、岡田館長説明。  
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  スケジュール表により建設工事、ＩＣＴ関連作業、移転作業、及び

指定管理の概要説明。また、条例・規則の改正、利用料金、開館時間、

運用面等、２８年度の組織改正について説明。  

 

会長：会長：会長：会長： ただいまの説明にご質問等はございますか。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員：  プロジェクト推進係が図書館に加わるということですが、

TALKandTALK とか図書館ワークショップはどうなるのでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： TALKandTALK は、２８年度は図書館まちなか連携係が継続

して行います。ワークショップの部活動もうまく取り込んで２９年度

へつなげればと思っています。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 管理規則の「土日休日」の表記は妥当ですか、祝日の扱いは

表記しなくていいのでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 休日は、「国民の祝日に関する法律」で定められた休日とな

る日ですので妥当と考えております。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 利用者カードの有効期限を３か年とするとありますが、遠方

に転出した家族の券の利用はどうなりますか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 現在は住所要件に該当しない区域に転出した場合でも、申し

出がない限り、利用者カードがそのまま使えてしまっていますが、今

後は３年ごとに本人確認と住所確認をさせていただきますので、督促

先不明が解消できることになります。登録者数もより実態に近くなる

と思われます。ご利用は原則本人のみで考えています。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 住所不明で未返却というのはどのくらいあるのですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 月１～３件程度かと思われます。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 休館日と開館時間の表の「御幸公園」とは何ですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 拠点施設広場の一角に作る小公園の名称を地元に打診したと

ころ、この名前でという要望だったと聞いております。  

ＣＣＣＣ委員：委員：委員：委員： 使用料の設定でグループ学習室やデスカッションルームの午

前と午後の料金の違いは何でしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 市内の他の施設と同様に、公民館の研修室の床面積単価を参

考に算定しましたが、その差の根拠は分かりかねます。なお、１階の

ホール等は市民会館の使用料を参考に算出し、こちらでは飲食や販売

も可能な運用（料金設定）にしています。  
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ＤＤＤＤ委員：委員：委員：委員： 高校生の試験期間中は、有料の学習室を無料で開放するとい

う説明でしたが、地区の公民館でもそういう対応がとれないでしょう

か。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 地区の公民館は曜日を決めて定例的に活動しているグループ

の利用が多いので、試験期間中だけグループ利用不可にするのは難し

いですが、図書館では配慮が可能ということです。  

図書館全体では予約が２５８席、フリーが４５２席ですが、高校生

が試験期間中に使える席を３階に１６２席増やす想定をしています。

健康支援室の９０席分を試験期間中は常に開放し、また、グループ学

習室の計７２席を前日までにグループの予約がなかった場合には個人

予約席にする、という予定でおります。  

副会長：副会長：副会長：副会長： 読書会などが使う部屋はどこでしたか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： ３階にボランティア室を設けますが、利用が重なった場合は

有料のグループ学習室をご利用いただくことになります。  

    

会長：会長：会長：会長： では議題としては以上ですが、その他として何かありますか。  

ＤＤＤＤ委員：委員：委員：委員： 近くの公民館の棚に古典集成などが若干あったが、今はなく

なっている。公民館の蔵書にはそういうものを置かないのですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 全集ものや専門的な本は中央図書館で所蔵するようにしてい

ますが、ご要望いただければ、すぐ配送するシステムになっています

ので、窓口にご相談ください。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 廃棄リサイクル資料の中にもいい本がある。今図書館で配布

しているものは、その後は個人で処分してくださいということになっ

ているが、中部公民館の持寄り本リサイクルコーナーのようなことは

できないでしょうか。  

事務局：事務局：事務局：事務局： 新しい図書館には１階に除籍本の常設コーナーを設けます。

市民の方の持寄りも含めた本の再利用を図りたいと思います。  

ＡＡＡＡ委員：委員：委員：委員： 岡崎図書館で「図書館マナーアップキャンペーン」として切

取り、書込み等の防止の啓蒙をしている。安城でも展示があるにはあ

るが、新図書館になる前に目立つようなところに置いて、いっそうの

マナー向上を図ってもらいたい。  

事務局：事務局：事務局：事務局： スペースの関係で今の場所での展示になっていますが、図書
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館を利用する基本的なマナーですので、効果がある取り組みで今後と

も継続していきたいと思います。  

会長：会長：会長：会長： 図書館のトイレの張り紙も以前は「もっときれいに使ってくだ

さい」でしたが、最近は「きれいに使っていただきありがとうござい

ます」になっています。同じことを注意するにしてもいい印象の建物

に見えますね。新しい図書館でも工夫していただけたらと思います。  

副会長：副会長：副会長：副会長： これで任期満了ということで、一言申し上げます。８年間委

員をやり、いろいろな図書館を視察させていただきましたが、先進図

書館にすばらしいところは多々ありましたが、安城図書館の取り組み

もどこの図書館にも負けてはいないという印象を強く持ちました。  

その安城も新図書館ができますので、協議会また図書館の更なるご発

展をお祈りしております。ありがとうございました。  

事務局：事務局：事務局：事務局： それでは、これで終了します。最後に生涯学習部長が閉会の

挨拶を申し上げます。  

部長：部長：部長：部長： いつも図書館の応援者としていろいろなご意見をいただきあり

がとうございます。今は新しい図書館へ変革する時期ですので、いい

機会でもあります。これからも気のつかれた点をどしどしお寄せいた

だければと思います。本日は、ありがとうございました。  

 

閉会 午前１１時２０分  


