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平成２９年度 第２回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成３０年３月１５日（木）午後１時２５分  

場  所   アンフォーレ３階グループ学習室５・６  

出席委員   稲垣 英夫  会長 

後藤 理恵  副会長 

石原  紳  委員 

塚原 和江  委員 

武井 浩子  委員 

 杉浦 正敏  委員 

 石川 勝治  委員 

事  務  局   杉山  春記  教育長  

       寺澤  正嗣  アンフォーレ管理監  

岡田 知之  アンフォーレ課長兼図書情報館長（以下館長） 

横手憲治郎  主幹  

神谷美恵子  課長補佐 

       加藤 康平  図書サービス係長 

       天野美喜太  図書情報係長 

       水谷 隆志  主事 

傍 聴 者   なし 

閉  会   午後３時２０分  

 

館長：定刻前ではございますが、全員おそろいになりましたので、ただ

今から平成２９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。  

初めに、安城市民憲章の唱和を行います。  

＜市民憲章唱和＞  

それでは、まず教育長からご挨拶申し上げます。  

教育長：ここ２ ,３日で急に春めいてきましたが、この冬は本当に寒い

日々が続きました。小中学校でもインフルエンザの流行で学級閉鎖に

なったところがあります。以前、会長さんから分けていただいた「シ

モバシラ」も、この冬は何度も根元が凍り付いたようになりました。
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そんな寒い冬を経て、年度末を迎えようとしております。  

  このアンフォーレも入館者が、お陰さまをもちましてもう間もなく

１００万人になります。図書情報館だけでも２月末で７０万人のご来

館をいただいています。子どもからお年寄りまで幅広い年代層の方々

に利用され、中高生も試験勉強の場所として便利に活用している状況

でございます。  

  さて、図書館協議会の委員の皆様には、この任期がアンフォーレの

オープンという時期にあたり、さまざまな観点からのご指導ご支援、

貴重なご意見を多数いただきましたことに、重ねて厚くお礼申し上げ

ます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

館長：続いて会長、お願いします。  

会長：以前の図書館ですとこの時期、駐車場とグラウンドの間のハナノ

キが見頃となります。ここの御幸公園にもお願いをしてハナノキを植

えてもらいました。先ほど見てきたら小さな花が１０個ほどついてい

ました。この夏に向けて成長し、さらにいい公園になると思います。

では、本年度第２回目の協議会ですが、よろしくお願いします｡ 

 

館長：それでは慣例により会長の取り回しで議題に入ります。  

会長：では議題を進めます｡まず、議題（１）平成３０年度予算（案）及

び主要事業について事務局より説明をお願いします｡ 

 

＜議題（１）を資料１により加藤係長説明＞  

 

会長：何かご質問等はありますか。  

A 委員：後からでもいいですか。  

事務局：結構です。  

会長：特に発言がないようでしたら、次の議題に入ります｡議題（２）ア

ンフォーレの利用状況についての説明をお願いします｡ 

 

＜議題（２）を資料２により天野係長説明＞  

 

会長：何かご質問、ご意見はございませんか。  
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B 委員：統計の説明であったレファレンス、クイックレファレンスとは何

でしょうか。  

事務局：参考業務といわれていますが、本に関する質問、また「こうい

うことを調べたいが参考になる本や資料がありますか」といった問い

合わせに対応する業務です。子どもは「都築弥厚」「明治用水」など

郷土のことを調べるとか、大人はご自分の課題に関する専門的なこと

までさまざまな問い合わせがあります。中でも「〇〇という本の所蔵

はありますか」とか「〇〇のコーナーはどこですか」などの簡略な質

問はクイックレファレンスとして集計しています。  

B 委員：クイックレファレンスの数が非常に多いですが、これは新しい図

書館になって本の配置が分からない人が多いからでしょうか。それに

対してレファレンスの数はそれほど増えていない。正直、まだまだレ

ファレンスが利用し易いとはいえない。スタッフの数は確かに増えた

が、利用者の期待に応えられるレベルアップの研修や教育を充実させ

ていただきたいと思います。  

事務局：２９年度はオープン初年で、建物や設備に高評価をいただいて

いますが、３０年度からは図書館サービスを向上させていくことに力

を注ぎたいと考えています。新人スタッフもたくさんいますので、接

遇や読み聞かせをはじめ、本の紹介、展示など様々な研修を予定して

います。スタッフ全体の底上げが、今後真剣に取り組んでいかなくて

はならない課題と思います。  

A 委員：レファレンスを受けた側は、その解答を得て終わりですか。  

事務局：レファレンスは単に答えを教えるのではなく、答えに至る道筋、

調べ方を提供するサービスです。国立国会図書館のレファレンス事例

データベースも参考になります。  

  なお、書架の配置ですが、十進分類にとらわれない「ジャンル別配

架」という方式にいたしました。例えば H という健康の本コーナーに

は、分類も配置もばらばらだった介護、医療、闘病記などが隣どうし

で並んでいます。このことで興味や読書の幅を広げられるメリットが

あります。そういう関心のある人に、関連の別の本との出会いを提供

するのも図書館のサービスのひとつです。いちがいに場所が分かりに

くくなったと感じる人ばかりでないと思いますが。  
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B 委員：配置については良くなったと思いますが、本の場所がわからない

人が多いので、そのお尋ねが多いのではと感じました。  

副会長：自分もなるべく自分で探して、分からなければ聞くことにして

いますが、先日探している本が移転作業の未整理分の中にあったらし

く、スタッフの方に大変な手間をかけてしまいました。あれが何とか

なるといいですね。  

事務局：旧図書館の閉架書庫の工事が２月末で終わりましたので、現在

搬入して順次整理しているところです。できるだけ早い時期に検索画

面にも表示されるよう準備しています。  

A 委員：入館者数など単に前年比が掲載されているが、一日当たり数など

分かりやすい指標もあるとよい。安城は他市に比べて選書がいいと感

じているので、そういう努力を統計でも工夫されるとよいのではない

かと思います。  

事務局：一日当たり入館者数はここには表記がありませんが、もちろん

把握しています。平成２８年度は１ ,２２１人で、２９年度は３ ,２４７

人と、２ .７倍になっています。  

A 委員：新聞について。日経産業新聞はありますか。日経系列の新聞は記

者が書いた記事が系列それぞれの新聞に振り分けられて掲載されるよ

うです。  

事務局：この図書館になって新聞も大幅に種類を増やしましたので、そ

の中にあります。  

会長：他の方でご意見はありませんか。  

C 委員：駐車場の件ですが、図書館利用で２時間無料、スーパー利用で追

加無料１時間となったのはありがたいですが、先にスーパーで昼食を

買って、図書館での会合に参加する場合は合算にならないですよね。

それが何とかならないかと。  

会長：今は議題（２）の質疑ですので、議題（４）のその他のところで

お願いします。議題（２）について他はよろしければ、議題（３）第

２回新美南吉絵本大賞についての説明をお願いします｡ 

 

＜議題（３）を資料３により神谷補佐説明＞  
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会長：ご質問、ご意見がありましたらお願いします。  

B 委員：表彰式の感想ですが、長野ヒデ子さんの講演はとてもよかったで

す。特に受賞者の方を壇上に呼んでコメントをもらったのは、制作者

の思いが伝わってきてたいへん良かったと思います。  

C 委員：私も参加しました。講演会の後の南吉ピアノとバイオリンの演奏

もすばらしかったのですが、講演会だけで帰った人も多かったようで

残念です。もう少し PR をしておくと良かったと思いました。  

会長：この議題（３）についてよろしければ、議題（４）のその他に入

ります。  

 

事務局：では、まず事務局からご報告させていただきます。前回の協議

会の中でのご意見やご指摘で、その場でお答えできなかったものの回

答でございます。  

１ データベースをプリントアウトできないかという件は、法情報と国

立国会図書館は契約上印刷可能ですが、日経は現在契約事項に入って

いませんので、やはり難しいです。  

２ おはなしコーナーの出入口での入場制限については、衝立２枚を使

用し、同じ方式で対応することを先週のボランティア代表者会議で周

知させていただきました。  

３ リユース本コーナーの本を返却して再利用できないかという件は、

検討の結果、各自で処分し、戻しはご遠慮いただきたいということに

なりました。  

４ 駐車場の図書館利用２時間無料とスーパー１時間無料が合算できな

いかという件ですが、現在、スーパーが独自に合算サービス行ってい

ます。アンフォーレ本館には１日３ ,５００人ほどの来館者があります

が、スーパーは１日１ ,０００人ほどの利用者です。アンフォーレ来館

者を何とか誘客したいという趣旨の、図書館利用の後、スーパーで買

い物をすれば合算するというサービスで、効果も上がっているようで

ございます。先ほど C 委員のご指摘の逆のパターンは、利用者のご意

見ということで改めて協議をし総合的に判断させていただきたいと思

います。  

５ 駐輪場の屋根の件は、ご来館の時ご覧いただいているように設置工
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事が始まり、５月末には完成の予定でございます。  

会長：前回の発言をこういう形で対応いただけるのは、大変いいことと

思います。  

 

A 委員：ではもう少し。初めの議題の資料でビジネスライブラリアン講習

会参加とありましたが、誰を対象とするためですか。企業は手元に必

要な本は買うだろうし、もっと一般利用者向けに注力するのがいいの

ではないですか。  

事務局：館内にある ABC（安城ビジネスコンシェルジュ）には、月２０

０件以上の相談があります。図書館ならではの各方面の図書資料の紹

介や活用、連携のため、スタッフの力量養成のため、ビジネスライブ

ラリアン講習会に毎年参加しています。ABC でも十分使えるような、

かなり専門的な本もそろえることにしています。  

A 委員：それから、図書館システム運用委託料が高額だと感じますが。  

事務局：図書情報館の図書システムの他、学校図書館運用システム、施

設予約システム、ホームページ運用保守まですべて含まれた総額にな

っています。  

A 委員：ホームページといえば、自分の借りている本の情報を記録してい

るのですが、マイページに表示される項目が少ないですね。後で見た

時同じような本だと識別がつかない。読書通帳はどうですか。  

会長：また議題から外れてきたようです。続きは意見交換の時間にする

として、D 委員は、何かご発言はありませんか。  

D 委員：アンフォーレができ、学校司書も全校に配置され、子どもたち

の読書環境、学習環境が整ってきました。物語の本はもちろん、総合

学習でこんなことをやりたいとアンフォーレに相談するとすべてそろ

えて送っていただける。担任は非常に助かっていますし、子どもたち

も学校に無い本も使っていろんな本を見比べながら学習が進められる

ようになりました。インターネットでなく本の情報を大事にする指導

も学校司書にしていただいていますので、先生の授業と学校司書がう

まく連携しながら、アンフォーレができて、子どもたちの情報活用能

力は格段に上がってきていると感じます。これからもよろしくお願い

いたします。  
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会長：その他はよろしいでしょうか。  

事務局：利用者満足度アンケートを行いましたので結果を報告させてい

ただきます。  

 

     ＜補足資料により天野係長説明＞  

 

A 委員：これは中井研究室が行ったものですか。  

事務局：それはまだ結果をいただいていません。これは２年ごとに全庁

的にやっているものです。前回は平成２７年の夏で、空調機器の老朽

化で、そのことに対する不満足が大きかったです。今回は全般的に満

足度が高かったですが、駐車場駐輪場に関するご意見が多かったです。  

会長：では、議題については終了し、事務局にお返しします。  

 

事務局：今回も貴重なご意見をいただきありがとうございました。さて

意見交換でございますが、委員の任期は２年で、この４月３０日まで

ですので、これまでの感想やアンフォーレの今後に期待することなど、

一言ずついただけたらと思います。  

委員１：私は４期８年お世話になりました。特にアンフォーレの構想か

ら開館まで立ち合い、期待した以上の、図書館の成長と発展に非常に

感銘を受けています。ありがとうございました。  

委員２：いろいろな懸念はありましたが、結果としていい評価を受けら

れる図書館になったので、大変良かったと思います。ありがとうござ

いました。  

委員３：いろんな年代の人が集まり、楽しそうに使っている様子を見て、

いい図書館ができたなと思います。  

ボランティアをずっとやってきて感じるのですが、この活動は読書の

普及に重要な役割を担ってきたと思います。図書館は、これを尊重し、

支え続ける必要があると思います。図書館に所属していないグループも

きちんと把握し、支援していただけたらと思います。  

委員４：お話サークルを３０年続けてきましたが、その間、図書館が本

当に成長してきたと実感しています。市街から郊外に移転し、またこ

こに移転するごとに発展したと思います。アンフォーレの吹き抜け構
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造や全面ガラス張りの外観は、今までにないようなイメージの図書館

でしたので、ずいぶん心配しましたが、場所も便利で使いやすく、３

階４階は落ち着いて学習できる環境になっていて、いい図書館ができ

たことに感謝しています。これからも改善すべきところはたくさんあ

ると思いますが、図書館、公民館、学校を含めた読書への取り組みも

ますます発展させてほしいと思います。この間、委員をさせていただ

き、とても勉強になりました。ありがとうございました。  

委員５：この２月に三河教育研究会の図書館部会がアンフォーレであり

ましたが、学校と公共図書館の関係を、どの市町の先生方も羨ましい

と言っておられました。安城の取り組みがモデルケースとなって三河

全体に広がればいいと思います。先生方の感想から、このアンフーレ

の素晴らしさを改めて感じ取った次第です。今後ともよろしくお願い

いいたします。  

副会長：私も長い間ボランティアをやってきました。初めた頃は細々と

だったのが、だんだん大きな活動になってきて、図書館ではもちろん、

学校の中でも広く活動するようになりました。  

  しかし、子どもたちは幼稚園や小学校までは何とか本に親しんでく

れていますが、中学に行くと一気に遠のいてしまう。お母さん方も子

どもが小さい時は熱心だが、大きくなると関心が薄くなってしまう。

そこをなんとかつなぎ止める方法がないものかと、最近つくづく思い

ながら過ごしています。今後、１０年、３０年、１００年先を見通し

た取り組みをお願いしたいと思います。  

会長：図書館が新しくなったので、物珍しさもあってたくさんの来館者

があると思います。しかし、大事なことは、これが５年、１０年と続

いていくことだと思います。できたから良いというものでもない。自

宅近くの公園に自転車置き場が新設されましたが、マナーの悪い置き

方をするのが常になってしまって、かえって迷惑しています。いい状

態を維持し向上させていくことが最も重要と思います。子どもたちの

ためにも、これからもいい環境をよろしくお願いします。  

 

事務局：皆様ありがとうございました。それでは最後に管理監が挨拶申

し上げます。  
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管理監：本日も貴重なご意見をいただきありがとうございました。今後

ともいい図書館だと言われるよう、スタッフ全員で取り組んでいきた

いと思います。また、ご支援ご意見をいただければ幸いです。  

ではこれをもちまして第２回安城市図書館協議会を閉会させていただ

きます。ありがとうございました。  

 

閉会 午後３時２０分  


