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平成３０年度 第３回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成３１年３月１５日（金）午後１時３０分  

場  所   アンフォーレ３階健康支援室・講座室  

出席委員   稲垣 英夫  会長 

塚原 和江  副会長 

岡部 晋典  委員 

浮森 和美  委員 

 早川 一雄  委員 

 山下由美江  委員 

欠席委員   石原  紳  委員 

事  務  局   三星  元人  市民生活部長  

岡田 知之  アンフォーレ課長兼図書情報館長（以下館長） 

神谷美恵子  課長補佐 

       加藤 康平  図書サービス係長 

       田中 俊介   図書情報係長 

       水谷 隆志  主事 

傍 聴 者   なし 

閉  会   午後３時３５分  

 

事務局：皆様こんにちは。本日はお忙しい中、年度末のあわただしい中、 

平成３０年度第３回安城市図書館協議会にご出席いただきまして誠に

ありがとうございます。ただ今から協議会を始めさせていただきます。 

まず、館長の音頭により、安城市民憲章の唱和を行います。 

＜市民憲章唱和＞ 

本日は杉山教育長が所用により欠席ですので、市民生活部長がご挨拶

を申し上げます。 

市民生活部長：ご多用の中お集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。本来でしたら、杉山教育長が冒頭の挨拶を申し上げるところ

ですが、県教育委員会関係の会議が急きょ入ってしまい欠席となりま

したので、私からご挨拶をいたします。  

昨年放送された「ＮＨＫスペシャル」で、「健康寿命の秘訣は、運動
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や食事よりも読書である」というようなことをやっておりました。健

康で長生きの県は、男性が山梨・埼玉・愛知、女性が愛知・三重・山

梨で、ＡＩの分析によると「読書」が健康によいという結果が出た、

という番組でございました。 

２年目を迎えたアンフォーレ図書情報館の利用も、ほぼ順調に推移

しております。図書情報館の開館により、本市の図書館は全国屈指の

サービスが展開できているものと自負しておりますが、新たな課題が

見えているのも事実でございます。 

まもなく平成時代が幕を下ろし、新しい時代を迎えますが、本日の

議題にもありますように、この図書館協議会の場で、来年度 1 年を掛

けて「新しい図書館基本計画」を策定してまいりたいと考えています。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：ありがとうございました。ここからは、慣例により、議事の取

り回しを稲垣会長にお願いいたします。 

 

会長：それでは、議事を進めます。議題（１）の「田原市図書館視察研

修について」、事務局の説明をお願いします。 

＜田中係長、資料１を説明、各委員に順にコメントを求める。＞ 

 

委員①：これまで、いくつかの先進図書館を視察しました。田原は周囲

に樹木があり、中庭にも緑があり、実にいい雰囲気でした。運営面で

も学校連携や高齢者サービスなど先進的で学ぶ点が多かったと思いま

す。 

 今日も早めに来て館内を回りましたが、アンフォーレは図書も豊富で、

雰囲気のいい素敵な場所になったと感じます。入館者数や貸出数ばかり

にとらわれず、いかにいい雰囲気の空間、質の高いサービスを継続発展

させていくかが今後重要と考えます。 

委員②：田原には田舎のイメージがありましたが、内容的に斬新な運営

を感じました。例えば、行政課題や政策関連、病院の看護師向け専門

書、高校との連携など、限られた予算の中で洗練されたサービスを展

開していることです。館長にも他館とは違う印象を受けました。外構

や中庭に緑が多く、館内で本を読みながら目の前に緑があるというの
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は実にいい雰囲気だと感じました。アンフォーレにももう少し緑があ

るといいと思います。 

委員③：田原市図書館は図書館界でも有名な先進的な取組みの図書館で、

館長がビジョンを持って運営しているということもありますが、スタ

ッフに権限が多くあって、現場のアイデアをうまく生かせる仕組みが

しっかりできているという印象です。図書館では「～するな」という

禁止事項が多くなりがちですが、田原は「こんな風に利用しましょ

う」という利用者の誘導が、心地よく使える配慮になっていると感じ

ました。 

委員④：他の図書館を視察するのが初めてだったので大変興味深かった

です。特に印象深いのが中庭に緑があってその前でゆったり座って本

が読めること、スタッフの人的資源を最大限生かした運営、こじんま

りして落ち着いたおはなし会スペース、子どもが探しやすい排架、看

護師向け専門図書など驚くことばかりでした。 

委員⑤：非常にいい図書館だと思いました。ただ、図書館の周辺に住ん

でいれば最高にいいが、渥美半島の先端に住む人には辛い。安城でも

拠点になるアンフォーレはとてもいいが、遠隔地に住む市民はどうか、

そういうことも十分考慮しながら今後の運営をすべきと感じました。 

事務局：提出された各委員の所感には「居心地の良さ」が強調されてい

ました。来年度策定予定の図書館運営基本計画でも、アンフォーレら

しい居心地の良さをどのように作るかとか、ただ今のご意見にありま

したように遠隔地の住民へのサービス体制など、さまざま検討しなが

ら計画を策定していきたいと考えています。  

 なお、田原市図書館は開館１７年ですが、今も愛知県でトップレベ

ルのサービスを展開しています。初代、現在も館長は外部からの招聘

で、現館長は今年度で退職ですが、同じく外部から招聘した現副館長

が４月から館長として引き続き運営していくと聞いています。館長が

３代続いて図書館の有識者で、その元でしっかりとスタッフが育って

いるということです。  

 安城でもスタッフをチームに分けて権限を与え、館長が最終的な責

任を持つという形ですすめています。図書館で働くのは大変だけれど

仕事はやりがいがあると感じる、それが人材育成につながると考えま
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すので、今後の安城の図書館計画を考える上で、いいお手本の図書館

として参考にしたいと思います。  

会長：業界の識者には特別な見識があるだろうとは思いますが、その他

一般の外部の人には、「その後利用者数はどうなったか」に常に関心

が集まります。  

 アンフォーレも単に総数だけ見るのではなく、その利用の年代や地

区や頻度を詳しく分析して、もっと多くの人が利用しやすい工夫や仕

組み、ＰＲ、リピーターの確保を研究してもらいたい。安城は人口が

増加している上、せっかくこんなにいいアンフォーレ・図書情報館と

いう施設ができたわけですから。これをいかに生かして納税者である

市民に享受してもらうか。  

 

  では、他にないようでしたら、議題（２）の「平成３１年度予算

（案）及び主要事業について」、事務局の説明をお願いします。       

   ＜加藤係長、資料２を説明＞  

 

会長：この件についてご質問等はありますか。  

会長：特にご意見がないようであれば、次に移ります。  

 

続いて、議題（３）の「アンフォーレの利用状況について」、事務局

の説明をお願いします。       

   ＜館長、資料３を説明＞  

 

会長：この件についてご意見があればお願いします。  

Ａ委員：貸出の内訳として一般、児童、ＡＶなどの割合はどんなでし  

ょうか。  

事務局：２９年度の統計では、一般書は前年８４万冊が１０３万冊、児

童書は６４万冊が６９万冊、雑誌は７万冊が８万冊、ＡＶは５万点が

７万点で、総計では１５９万冊が、１８７万冊です。  

Ｂ委員：入館者はどのようにカウントしているのですか。  

事務局：アンフォーレの出入口３か所と、図書館の出入口２か所の天井

にカメラ付きセンサーがついていて人数を数えています。  
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Ｂ委員：では本を借りた人の数、入館したが本は借りていない人の数も

分かるわけですね。貸出の内容も種別、分野、年代、性別、頻度など

もっと詳細な分析があれば、どこを強化すべきかどこを開拓すべきか

の方向性が見いだせると思います。  

事務局：統計は詳しく分析して課題を見つけ、図書館計画に反映させて

いく考えです。  

Ｃ委員：図書情報館の本にはすべてＩＣタグが貼られているので、棚ア

ンテナが導入されるといいですね。自分は棚から本を手に取って子ど

もに読み聞かせをするのですが、終わるとまた本棚に戻しているので、

利用数にカウントされていません。  

事務局：現在は返却本コーナー、新着本コーナーに棚アンテナが設置さ

れていて在架確認ができるようになっています。しかし、すべての棚

にとなると数億の投資が必要になります。現状では難しいですが図書

館計画には将来の方向として検討したいところです。  

Ｄ委員：以前から聞きたいと思っていましたが、旧中央図書館とこのア

ンフォーレ図書情報館と、利用者の様子がどう変わったと感じている

のか、ぜひ伺いたい。  

事務局：入館者も倍増していますが、子育て世代の利用がきわだって増

えています。赤ちゃん連れの若い夫婦が「ここならまた来たいね」と

つぶやいているのを耳にしました。児童のフロアではお父さんが自然

に読み聞かせをしている光景が普段に見られます。  

 座席数も３倍近くになったので、試験週間でも社会人用の閲覧席の

不足がほとんどなくなりました。試験週間でない静かな時は、ここで

真剣に勉強している学生が多くいて、たとえ図書館の本は利用しなく

ともきちんとルールを守るなかで、学び、友達と語らう姿は彼らの成

長に有意義な環境になっていると感じます。  

 さらに、高齢者世代にとっても、費用もかからず様々な情報に接し

ながら一日を楽しくすごせる居場所になっています。もちろん勤労現

役世代の役に立つ専門書は、たとえ高価でも以前にも増して努めて収

集するようにしています。  

 総じて、非常に居心地のいい図書館になっていると実感してます。

安城へ引っ越すのでアンフォーレ近くで決めたという方や、安城市民
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がうらやましいという名古屋市の方の話も聞きました。  

会長：その引っ越して来た人はアンフォーレがよかったのか、図書館が

よかったのかどちらですか。  

事務局：もちろん図書館です。  

会 長 ： ア ン フ ォ ー レ と い っ て も 何 だ か わ か ら な い 人 も 多 い の で 、        

図書情報館の名前もしっかりＰＲしてほしいですね。  

Ａ委員：名古屋から来た友人がＪＲ安城駅から、看板もないので、ア   

ンフォーレへの行き方がわからず困ったと言っていました。何か案内

表示があるといいと思います。また、学生の利用も多くなったという

ことですが、消しゴムのカスの始末に困っているようです。折り紙の

小箱を置くというような工夫はできませんか。  

Ｅ委員：利用者マナーの徹底をしなければ、根本的な解決にならないと

思います。  

事務局：予約学習席だけでも９６席、一般学習席を含めると数百席にも

なりますので、毎日それを管理することは実際困難です。  

Ａ委員：ではどこかにごみ箱を置くことはできませんか。  

事務局：飲食が自由ですので、今度は食べ物のごみでかえって乱雑にな

る恐れがあります。今はごみ箱がないので、自分で出したごみは自分

で持ち帰るという習慣になっていただくようにしています。  

Ａ委員：では、ＪＲ駅の案内表示の方はぜひ検討してください。さっぱ

り分からなかったといわれましたので。  

 

会長：続いて、議題（４）の「（仮称）安城市図書情報館運営基本計 

画について」、事務局の説明をお願いします。       

   ＜田中係長、資料４を説明＞  

 

会長：ご質問、ご意見がありましたらお願いします。  

Ｅ委員：この図書館を作るとき、直営にするかどうかの議論がありまし

たが、商業的な運営と公共の福祉とは違う観点ですので、私は直営が

望ましいと思います。 

指標に利用者を増やすという第一目標があって民間委託だと、読みや

すい本ばかりが並ぶことにもなる。直営でも利用者を増やすことばかり
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に目が向くと同様のことになる恐れがある。パブコメに出す前に、公共

の福祉という観点から利用者を増やすというしっかりした計画になって

いるか、その辺の見極めが大事と思います。 

事務局：入館者数や貸出冊数は、誰にも分かりやすい明確な指標です。

しかし、これが多ければそれだけでよいというものでもない。ではこ

れ以外で図書館の利用状況を計る指標は何かということで、皆様方の

アドバイスが頂ければ幸いです。  

Ｃ委員：単一の指標で図書館の状況を表すものは見当たりません。複合

的な指標で計るとか、量だけでなく質の高さを表すものとか、学校図

書館と連携して子どもたちの意見をどれくらい取り入れたとか、どう

工夫するかですね。田原市では貸出冊数よりも市民の不読率の低下が

重要課題と言っておられましたが、指標のあり方として参考になるか

も知れません。  

 ともかく貸出冊数だけで計ると、民間委託の指定管理に勝てないか

もしれない。しかし、指定管理だと経費が安く運営できるというわけ

ではない実情も聞いています。  

Ｅ委員：つい最近イトーヨーカドー内の書店が閉店しました。市内の本

屋も相次いで閉店していて、本に触れる場所がもう図書館しかないと

いう地域もある状況です。子どもが本に出会う最後の砦となる図書館

が商業的な観点で選書や運営をするのは、望ましくないと考えます。 

事務局：市内でも大型の書店は北部に数軒あるだけですね。  

Ｅ委員：その他はスーパーの中にコーナーがある程度です。だから、子

どもたちが本に出会う場所をいかに確保していくかが、今後の読書計

画の柱になると思います。  

Ｂ委員：感想文を書くためという強制される読書では、読書嫌いになる

子もいる。部活が忙しくて本を読まない子もいる。しかし、子どもの

興味や発達段階に応じた適切な本をどのように提供するかが重要で、

適切な本に出会った子は、さらに高い段階の本を求め、読書に親しむ

ようになると考えます。  

事務局：議論が子ども読書推進になってきましたが、現在の第３次子ど

も読書推進計画は２０２１年度までが実施年度ですので、子ども対象

に関しては第４次計画で取り組んでまいります。 
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予定している来年度の計画は、この図書情報館の運営全般で、１０年

後の何をめざすかという計画です。図書館の実利用者数（１年間で１回

以上の貸出利用）は、市民の２割にも及びません。これからその利用を

どのように増やすか、貸出以外の利用もどのように図るかというのが、

今回の基本計画です。  

会長：前回の基本計画はこの新図書館を作るための計画だったですが、

今回はこの図書館のこれからの運営に関してですね。我々の任期も来

年度までですから、それまでに策定するということですね。  

事務局：資料説明の際にも申し上げましたが、７－８月頃の次年度第１

回協議会で素案をお示しし、１１－１２月の第２回協議会で計画案決

定、その後パブリックコメントをし、修正案を３月の第３回協議会で

承認いただき、４月に制定というスケジュールで考えております。 

したがいまして、現状と課題、目標や要望など、各委員の忌憚のない

ご意見を、５月中旬くらいまでに頂きたいと思います。それを集約し取

り入れた形で素案を作成いたします。  

会長：計画案は事務局で作成するということですか。  

事務局：外部の専門コンサルタントに委託するという方法もありますが、

費用をかけても、市名が違うだけで内容は他市と同様のものができ上

がってしまう懸念があります。安城らしさのある計画を、皆様方とぜ

ひ自前で作りたいという意気込みでおりますので、よろしくお願いい

たします。  

会長：自分は今どきのＩＣＴに詳しくないので、少々心配があります。  

Ｄ委員：高齢者も多くなってきているので、図書館でスマホの入門講座

とか、図書館のＩＣＴを使うための勉強会とかがあるといいですね。

自分自身もまだこの図書館が使いこなせていない。図書館に若者の活

気があふれてきたのに、どうも付いていけていない。そういう勉強会

があれば、高齢者もさらに広がった情報が得られると思います。  

事務局：まさにそういうご意見を出していただきたいです。希望や要望

の箇条書きでも結構ですので、よろしくお願いいたします。  

 

会長：時間も押してきましたので、議題４はこれくらいにして、次の意

見交換とします。 
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Ｂ委員：では、この機会に少々紹介させていただきます。私は伝える地

域の歴史ということでプリントを作りました。和泉町のクリーンセン

ターの建設敷地にあった丁拝神社の由来です。まず、クリーンセンタ

ーに問い合わせたところ図書館を紹介されました。図書館の担当の方

は所蔵資料では分からないので、歴史博物館、国立国会図書館にまで

問い合わせをし、結果は不明だったですが、これほどまでという丁寧

な対応をしていただきました。  

事務局：これがまさに図書館のレファレンスというサービスになります。  

Ｃ委員：私も会議前にレファレンスを１件お願いしましたが、スタッフ

さんが持っているインカムはいいですね。聞かれたことが分からなく

てもインカムで呼びかけると、分かる人がすぐさまサポートしてくれ

るシステムは画期的な事務改善と思います。  

Ａ委員：ホームページのイベントカレンダーですが、おはなし会とその

他に分けられませんか。開館カレンダーも休館日だけ下地色を変える

とか、見やすく変更できませんか。表示も年月日時分の形式で見づら

いです。  

事務局：市のホームページのルールどおりの項目入力が原則ということ

もありますので、一度確認いたします。  

Ｂ委員：郷土資料の関係ですが、行政資料も図書館できちんと収集保存

してもらいたい。先ほどの丁拝神社でも建設時の書類が残っていれば、

神社の境内地が分かったかも知れない。５年で廃棄では、遡って検証

したい時に資料がなくなっているということになる。問題意識をもっ

た人が選別して、いずれかの部署できちんと保存していく必要を感じ

ます。  

 また、高額な専門図書については図書館の間で分担して収集し、相

互貸借で必要な時に借りるという方法もあるのではと思います。  

事務局：郷土資料として受け入れたものはほぼ廃棄はしていません。行

政資料は担当課が永年保存、長期保存という形で書類を選別していま

す。また専門書の選書は、その人の要望があったからではなく、安城

図書館として今後必要かという基準で日々選書しています。  

会長：最後に私から。田原市図書館の感想で緑が豊富でよかったという

意見が多かったですが、アンフォーレは緑が少ないどころか御幸公園
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の樹木はほとんど枯れている。オープンに合わせて移植に適さない時

期に植えたものだからああなった。図書館の１０年後を考えるなら、

庭師と相談しその植物に適した時期にぜひ植え替えとしてもらいたい。

５年後、１０年後に向けて、豊かに緑が茂るように取り組んでもらい

たい。市民憲章にも「きれいな水とみどりのまちをつくりましょう」

とあるので掛け声だけに終わってはならんと思います。  

 では、事務局にお返しします。  

 

事務局：ありがとうございました。実りある会議となりました。最後に

館長が挨拶申し上げます。  

館長：本日は内容の濃い議論をしていただきありがとうございました。

新しい基本計画について、このメンバーでかというお声もありました

が、外部委託や別の委員会を設置するまでもなく、このメンバーで策

定できるものと確信しております。ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 

閉会 午後３時３５分 

 


