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平成２３年度 第３回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２４年３月１４日（水）午後１時３０分  

場  所   安城市中央図書館 会議室  

出席者    井上俊一  会長 

中川敬子  副会長 

 榊原重幸  委員 

 鶴田順子  委員 

 後藤理恵  委員 

杉浦正敏  委員 

 石川勝明  委員 

本田則  教育長  

       都築昭彦  生涯学習部長  

       加藤喜久  中央図書館長 

岡田知之  館長補佐  

杉田加代子 庶務係長 

傍 聴 者   なし 

開  会   午後１時３０分  

 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： 大変長らくお待たせいたしました。本日はお忙しい中、定

刻までにお集まりいただきましてありがとうございました。委員の皆

様方におかれましては新図書館の関係でワークショップにもご参加い

ただきまして、この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。

それでは、ただ今から平成２３年度第３回安城市図書館協議会を開催

いたします。先ずはじめに、開会に先立ちまして昨年３月１１日に発

生しました、東日本大震災から１年が経っております。改めて被災し

た人々に心からお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々の

ご冥福をお祈りいたします。ここで犠牲者に対しまして１分間の黙祷

を行いたいと思いますので、恐れ入りますが、皆様ご起立をお願いし

ます。      

＜ 黙祷 ＞  

引き続きまして安城市民憲章の唱和をお願いしたいと思います。次第
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の裏に印刷がありますのでご覧ください。私の発声の後よろしくお願

いいたします。  

＜ 安城市民憲章の唱和 ＞  

ご着席ください。それでは、開会に当たりまして、井上会長よりご挨

拶をお願いいたします。  

会長会長会長会長：：：：  皆様こんにちは。お忙しい中お集まりいただきましてありが

とうございます。先ほど黙祷を行いましたが、東日本大震災に関しま

しては、われわれの身には直接ではなかったのですが、東南海地震が

この２０年の内には起きるのではないかとされています。そういった

ことで他人事ではなく、生かされているということを本当に感謝しな

ければと思います。今日は議題としまして、新図書館整備の準備状況、

平成２４年度予算・重点目標（案）について皆さんにご審議をお願い

したいと思います。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：：：：  続きまして本田教育長よりご挨拶をお願いします。  

教育長教育長教育長教育長：：：：  あらためて皆さんこんにちは。年度末で、春が近づいてお

りますが風が非常に冷たい今日であります。委員の皆様方にはお集ま

りいただきまして本当にありがとうございます。私は、第２回の時に

欠席をしてしまいましたが、小中学校の図書館もご参観いただいたと

思います。今日は新図書館の面、それから来年度の図書館の運営につ

いて率直なご意見を賜るかと思っております。  

話題提供の意味合いもあって、これ（記事のコピー）は、後でお回

ししたいと思いますが、作野小学校のマーチングバンドが３月の８・

９・１０日と３日間、と言っても実質１日目と３日目は殆どバスの中

ですが、福島県南相馬市の原町第一小学校へ行って交流をして来まし

た。今日の新聞にも出ていますが、昨日、市長報告にもありましたの

で、記事を回します。作野小学校のマーチングバンドは、これまでも

全国大会で活躍していますが、ちょうど昨年度一年前になりますか、

原町第一小学校も全国大会に出ている学校でして、ある意味ライバル

校なのですが、昨年の３月１１日が起きた後、作野小学校の方から原

町第一小学校へいろんな応援メッセージとか義援金とか児童会等動い

て交流を進めてきました。その中にも本を贈ったこともありました。

原町のほうは震災後、避難地域に入っており、学校の再開がかなり遅
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かったと思います。再開してもまだ児童数は三分の一くらいで、他の

県に散らばっているという状況だったようです。原町第一は今年度の

マーチングに出られなかったのですが、向こうからも応援に駆けつけ

てくれたり、というような交流が続いていました。作野小学校が大阪

城ホールとさいたまスーパーアリーナの両方の全国大会（系列が少し

ちがいます）があって、市長が二つの大会で両方とも金賞を取ったら

原町第一へ激励の交流に行かせてあげるという約束をされ、金賞を取

ったので、３月８・９・１０日で行くことになったのです。一方、原

町第一小学校も散らばっているのですが、やはり大会に出たいという

ことで、仙台であった別の大会にそれぞれが避難先で練習して、合同

では全然できないのですが、避難先でそれぞれの子たちがやっている。

学校に戻ってきた人たちがやっている。仙台であった大会で、そこで

みんなが会ってちょっとリハーサルをやって出た。というエピソード

が、マスコミに取り上げられていたのですが、そこで優秀な成績であ

ったので、別の系列の横浜であったようですけれど、全国大会に出場

が決まったという話があって、横浜では、特別賞をもらったようです。

原町第一小に作野が行く、向こうのマーチングもその時に学校へ来て

両方で交流の演奏をやるという話が進みまして、９日にそれが、実現

したわけです。作野が３５名のチームなのですね。原町第一が３３名

なのですが、学校に今いるのは、１７名。１６名の子は他の学校に避

難しているのです。でも、全員来たそうです。体育館で、両方で交流

をしたということです。その時に南ライオンズからも協力の申し出が

あって、お金をいただいて、本を買って、それも新美南吉の本を全部

買って、もって行きました。今日校長さんに聞いたら、半分を持って

いって、あと半分は、絵本大賞のポスターができてからポスターと一

緒に送るということなのだそうです。向こうでも是非絵本大賞に応募

してくださいという話をしてきて、作野と原町が両方で絵本大賞に応

募しようという話もあります。  

そんなことで絵本大賞を盛り上げようと動いています。原町第一小

学校の子達も参加してくれて賞に入ると良いなと思います。そんな話

題をお話させていただきました。原町について言いますと、本を送っ

たのですが、作野の子どもたちに昨日聞いたのですが、「向こうの学
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校の図書館はどうだった？」と聞きましたら、「うちたちよりも図書

館が大きくて本もたくさんあったよね。」と言っていました。どっち

が・・・（笑い）こっちが送ってもらいたかったのかも知れないねと

いうくらい向こうは施設も立派ですし。原発の費用が入っているのか

どうか知りませんが、体育館もすばらしい体育館です。できたばかり

で、実は原町第一小学校の体育館は、去年の３月１３日がオープンだ

ったのです。ところが、３月１１日が起こって避難所になってしまっ

たという。やっとその後避難所が無くなってから子どもたちが使える

ようになったということです。２階席があって通路があって上から眺

められるようになっているそうです。施設は、安城よりも立派みたい

です。  

  それでは、今日はよろしくお願いします。  

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。それでは議題に入りたいと思

います。議事の取り回しにつきましては規定によりまして井上会長に

お願いします。  

それから、皆様ご承知のとおり今年度から議事録に付きまして図書

館のホームページに公開させていただいております。  

会長会長会長会長：：：：  それでは議題に入ります｡（１）の新図書館整備の準備状況に

ついて事務局より説明をお願いします｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  議題（１）を資料により説明  

会長会長会長会長：：：：  何かご質問はございませんか。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  はい。今回のワークショップは、ハード面ですが、ソフト

面をやるということはありますか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  来年度の予算で若干触れさせていただこうと思っていまし

たが、ハード面は今回のワークショップで、一旦切りにさせていただ

きましたが、先ほどの話もありますし、まだ多少ハード面が今から入

れ込める余地が十分あるということも踏まえて来年度のワークショッ

プの方向性としましては、どちらかといいますと、運営・サービス面

のソフト面のワークショップを是非来年度引き続き開催したいと思っ

ています。今回はどちらかというと事務局の勝手な都合だったのです

が、友の会の方ですとか、こちらから声かけて参加してくださいとい

う方のみに参加を頂きましたが、まだこれからすぐに図書館ができる
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わけでは有りませんので、新しい図書館ができるまで、できてからで

も皆さんと一緒に図書館をやっていけるような形のものに将来的には

持っていけるとよいと思います。来年度のソフト面のワークショップ

は広く市民の方に新しい図書館に関心のある方に是非集まっていただ

きたいと思っています。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  公募を受け付けるのですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  はい。すべて公募で。前回出ていただいた方には、ご案内

は差し上げます。皆さんどなたでもどうぞという形でやりたい。ただ

し１００人以上集まってしまっても大変だと思いますので、運営の仕

方・手法については、岡部先生にご相談しながらやって行きたいと思

います。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  私、参加させていただいて一つ心残りなのは、小・中学校

の義務教育の先生や司書教諭の方の参加が見られなかったのが残念で

す。ハードでしたらそういう方がいらっしゃらなくてもそんなに影響

が無いのかもしれませんが、ソフト面ですと学校関係者ももっと参加

していただいて意見を反映させていく必要があるのではないかと思っ

ています。幅広く参加いただくためにも公募の形式がいいのかなと思

います。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  ２４年度からのワークショップはそのつもりで考えていま

す。  

会長会長会長会長：：：：  他にご意見は有りますか。  

会長会長会長会長：：：：        市長がアメリカに行かれた件で、そのあたりのニュースをも

う少し市民にＰＲする方法は無いのでしょうか。市長の考えている図

書館、未来の図書館と言うのはどういうものかということが、市長と

そのまわりの図書館関係者はわかるのかもしれませんが、一般市民の

方にはピンと来ないですよね。その辺の情報というのは。  

館長館長館長館長：：：：        今後、今ご提案のようなことも含めて、市長とも話をしてお

りますが、例えば、読書週間とかいろいろなタイミングがあると思い

ますが、市長の思いを広く市民に伝えるにあたっても、例えば、キー

ボーだとかサルビーとの対談方式で思いを伝えられるような、面白く

広報などを使ってやっていったらどうかなということを今考えていま

す。今回の視察の関係もすでに皆様方も見られているかと思いますが、
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市長も視察の報告をホームページでアップされて、国立国会図書館ま

で取り上げてくれています。こちらが頼んだのでもなんでもなくて、

いろんな面で全国から注目されているものですから、それはそれで良

いとして、安城市民の方に良く知っていただけるような工夫をしてま

いりたいと思っています。  

会長会長会長会長：：：：        先ほど言いましたが、図書館というのはどうしても本という

イメージがありますよね。それから離れた情報がどういうふうかとい

うことがなかなか理解できないものですから。  

館長館長館長館長：：：：        今度の新しい図書館でもこういうような取り組みで行きます

よというように、本の貸し借りだけではないのだなという。一般的に

思うと、本の貸し借りだけでといイメージが強いものですから。いろ

いろな取り組みをしていってくれるのだなということであれば、市民

の皆様のご理解が得られやすいのではないかなと思います。  

会長会長会長会長：：：：  他に何かございますか。  

中川副会長中川副会長中川副会長中川副会長：：：：  今と同じところの話になりますが、図書館という言葉

はやはり硬いということなのかなと今聞いていて。岡崎市さんですと

リブラという名称で、リブラという総合体という形でアピールされて

います。リブラというと図書館もあるけれどジャズをするホールや、

貸し部屋もあります。そういった形の提案で、やはり図書館は図書館

というところはちょっと踏ん張ってほしいなというところが個人的に

はあって１０年２０年３０年を見据えて新しいものを作るのはすごく

わかるのですが、現状やはり図書館という機能は、自分の中でですよ、

私は、大事に思っているところで、図書館と言う言葉がなくなるのは

ちょっとさびしいかなって聞いていて思った次第なのですけれども。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  市長の思いも、やはり図書館という言葉だけが先に走って

しまっている。そうかと言って今、更生病院の跡に図書館が来るらし

いねということは、市民の方は知って見える方は知って見えますが、

そういうことすら知らない方も見えます。もっと言えば、現にいい図

書館があるではないか、何でまた新しい図書館を作るのだ、というお

考えの方もみえます。あるいは、図書館ができても昔のように商店街

に活気が戻るなんて、図書館に来たお客さんがどれだけお金を落とし

て行ってくれるのか、そんなお客さんなんていないのではないか。そ
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んなことを言われる方もあります。まず、市長の今の思いとしては、

ただ単に図書館が来るよということではなく、市民の必要とする情報

がそこへ行けば何でもあるというそういうイメージの施設にできると

いいなと言うことです。私自身も、建物全体のイメージはまた愛称が

あってその中に図書館があるというようなそういうイメージでいける

といいのかなと個人的にも思っています。図書館という言葉を無くす

ということではなく、できればこだわりたいなと思っています。全体

建物の愛称としてふさわしい名前があればという思いはあります。  

委員委員委員委員ＥＥＥＥ：：：：  参考までに言わせていただきます。私、長崎県に居ました

時に新図書館ができましたが、名前は、「図書情報センター」でした。

やはり、図書館というのは物的なものの楽しみも無くてはいけないと

思います。  

館長館長館長館長：：：：  最近では「図書情報館」というような名前も出ています。図

書館の間に情報が入り、図書情報館。私も個人的にはなかなかいいな

と思っております。今後の図書館は、紙と電子の融合した、ハイブリ

ッドな図書館というのが、議会の答弁でも市長から言っておりますが、

それを目指して行くものですから、図書館そのものが無くなるという

のではなくて、融合した図書館ということで、今考えています。  

委員委員委員委員ＥＥＥＥ：：：：  条例とかそういう、あまり一般市民が使わないようなもの

はどんどんいわゆる情報化、電子化していけば良い。一般書、文学は

電子化では無理だと私は思います。  

会長会長会長会長：：：：  他にどうですか。  

会長会長会長会長：：：：  例えば、図書情報館でも良いですが、それを具体的に取組む

ような委員会とか組織というのは、作られるのですか。市役所の中だ

けでとどめて議論されるのか。そのへんをお聞かせください。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  はい。今から拠点施設で、官民の複合施設だということは

まず大前提ですので、図書館の中身をどうするのかという議論を、例

えば、以前の基本計画の策定のような委員会を作ったり、市民の方の

ご意見をお聞きするような形のものをどういう形でやって行くかとい

うことです。実際今からは、おそらくワークショップという形と、も

う一つ先ほどちょっと話しましたように、市長の訪米の報告とかも含

めて、もっと市民の方に情報を提供するようにフォーラムのような形
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のものを考えています。以前、基本計画策定のときに一度やったこと

がありますが、できれば年１回以上はこれからワークショップとフォ

ーラムという形で、市民の皆さんとの意思の疎通を果たしていければ

いいのかなということは思っています。  

会長会長会長会長：：：：  実際には、計画までにはもう余り時間が無いのですよね。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  民間に提案していただくという手法、仕様書を作っていろ

いろな企業に提案してもらい、それをまとめて行くのが、２５年度に

は始まって行きます。順調に行けば、２６年度には提案のあった中か

ら一番良いものを選定をして、着工という流れになっていきます。少

なくとも業者を決めるまでの、要求水準の段階では、ワークショップ

などで出していただいたハード面ソフト面での要望はまとめて行きま

すが、業者が決まったあと、２５年度２６年度の着工までの２か年ぐ

らいの間でも業者との詰めの、細かい設計の協議というのは、当然で

きると思っています。そのへんでも、行政だけでなく実際に利用して

いただく市民の皆さんにも何らかの形で参加して一緒になって考えて

いただけるようなそういう場ができるといいなということは考えてい

ます。  

会長会長会長会長：：：：  専門的な知識というのは必要となってきますので、そのへん

を上手に生かしながらまとめて行っていただきたいと思います。  

他に何かございませんか。では、この件に関しましては、また何か

ありましたら図書館に文書でも何でも結構ですので、お送りいただき

たいと思います。  

        では、（２）平成２４年度予算及び重点目標（案）について事務局

よりご説明お願いします。  

事務局事務局事務局事務局：：：：        議題（２）の資料について説明  

会長会長会長会長：：：：        何かご質問があればお願いします。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：        予算の関係で、資料費の配分が良くわからないのでご説明

ください。本、雑誌、新聞等、それから、他市との比較をする場合は

一般的にどこを比較するのか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  安城市の予算で２４年度の資料費全体はいくらかというこ

とですが、資料１ページの備品購入費だけでは見えてこないというこ

とです。備品購入費が７０００万となっていますが、この殆どすべて
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が本の購入費です。一部は、ＣＤ・ＤＶＤの検査装置購入費も入って

います。大くくりで資料費という言い方をしますが、資料費の中に本

を買う図書費と新聞雑誌費、視聴覚資料費、それと安城市には無いで

すが、ＢＭ資料費、最後に分室等資料費の区分があります。安城市は、

図書費が６１３０万、新聞雑誌費が３９０万５千、視聴覚資料費が６

０９万６千です。それ以外に本に付随するＩＣタグやＣＤ・ＤＶＤの

装備代等を全部あわせますと７３８１万が資料費になります。他市と

比較する場合も図書費や資料費で比較します。新聞雑誌等は需用費の

消耗品費に入っています。  

会長会長会長会長：：：：  他にありますか。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  購入についてですが、市民の要望をどのくらい取り入れて

いるのか。他市の例で、極端な例ですと１００冊リクエストしたが、

２冊しか購入してもらえなかったということも聞きましたので、どん

な要望に沿っているのかなと思いまして。安城市は、市民でなくても

リクエストは、ＯＫでしたよね。これは続けていかれますよね。そう

でないと、例えば、安城市内の小中学校の先生で市外に在住の場合、

安城市民のためにサービスをしているのに、安城市図書館で、リクエ

ストして本を買えないというようなこともおきます。他市の市民であ

ってもリクエストは受付けた方が良いのではないかと思います。リク

エストは市民だけとしているところは、そういうことを考えていない

のではないかと感じる。  

事務局事務局事務局事務局：：：：        リクエストの状況についてのご質問がありましたが、細か

い資料を持ち合わせていませんが、全体の流れとしまして、図書館が

所蔵していないものをリクエストという扱いにしています。予約につ

きましては今年度２０万件、お手元の横長の資料をご覧ください。資

料の②予約件数の中にリクエストも入っています。この内、リクエス

トとしてカウントされるのが、年間で、３０００件から３５００件く

らいです。その中で購入するのは８割、他の図書館から借りる相互貸

借が１割、お断りするものが１割くらいの割合になっています。お断

りする理由は、収集方針になじまないもの、選定方針にそぐわないも

の等です。リクエストは安城市民にだけという限定はしていません。

他市では、財政状況が厳しいからといって市民のリクエストしか受け
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ませんというやりかたに切り替えられた例があると聞いています。安

城市は市外の方でも制限無くこれからもやって行きたいと思います。  

会長会長会長会長：：：：  他にはどうですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  こちらで用意したのは以上ですが、今日お配りしました南

吉絵本大賞のチラシですが、３月２３日に記者発表をして、それ以降

に記事にしていただけるのかなと思っています。広報には４月１日号

の裏表紙にこのデザインのものが載ります。  

会長会長会長会長：：：：  ブックスタートの事業、これについて何かご説明いただけま

すか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  資料⑥について説明  

館長館長館長館長：：：：        公募ガイドの話も出ましたが、一面で組んでいただくように

お願いしている中で、特にこれら注目の的になっていまして、インタ

ビュー形式ではないですが、特別に別途記事で何か載せてくれるよう

です。非常に注目をあびていますので、先ほどの説明では公募の予測

を５～６００件かなと言っておりますが、ひょっとしたら１０００件

を超えてしまわないかなとも思っています。非常にありがたいですね。

教育長の冒頭あいさつの中で言っていただいた、南相馬の児童の方々

も応募していただけるとかなり件数も伸びてくるのかなと思っており

ますので、ありがとうございます。  

会長会長会長会長：：：：  他に何か。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  いろんなところで紹介されるのは良いですが、これをイン

ターネットでリンクして検索すればすぐ出てくるようなあちこちリン

クさせるようなことは考えておられますか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  当然やります。１０作品も図書館にわざわざ借りに来なく

てもネット上でダウンロードできるようなことを考えています。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：        新美南吉記念館もリンクしますか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  他所がリンクしてもらえるは分かりませんが、とりあえず

安城の図書館のホームページには出します。ポスターには検索方法も

ＰＲしています。  

委員委員委員委員ＦＦＦＦ：：：：  先ほど、大学、高校に配布するというお話の中で、美術科

のあるところへというお話が有りましたが、保育科のあるところも、

保育士の先生たちも絵を描いたりするのがお得意なので、そういう若
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い先生が先ず取組んで応募していただくと、自分が作った本を自分が

なった時に読んだりするチャンスがあったり、教育学部もそうなので

しょうが、そういったところにも配布していただくと良いかなと。そ

れから書店、例えば、安城市ですと、花のき村さんとか名古屋ですと

メルヘンハウスさん、三重だったらメリーゴーランドさん、そのへん

は絵本塾みたいなものを自分たちでやって見えますので、商業ベース

に乗るのがいけないというのであれば別ですが、そういうところです

と、力のある人の絵が出てくると思うのですが。  

館長館長館長館長：：：：  今予定してるのは、美術科系のある高校・大学５５箇所、県

内の高校２２２箇所、４年生美大２５箇所、４年生美術系学部のある

大学２３箇所、短大１０箇所、芸術短期大学１３箇所、短大芸術系学

科２９箇所、教員養成系大学１３箇所、美術デザイン専修学校５５箇

所などいろいろ幅広く配布の予定です。  

委員委員委員委員ＦＦＦＦ：：：：  その中に保育というのも入れてほしいと思います。  

館長館長館長館長：：：：  はい。わかりました。  

会長会長会長会長：：：：  他にいかがですか。  

では、予定の時間も過ぎましたので・・・。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：        一つ意見を言わせてください。市長のホームページから海

外行政視察報告の「米国東部における図書館の現状」を読みまして、

職員はどなたか随行されたのですか。  

館長館長館長館長：：：：  南明治整備課の職員が一人随行で行っております。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  今回の報告書というのは非常に視察の成果がよくわかって

しかも市長の考え方もはっきりわかり、これについては私も非常に感

謝しております。その中で気になった文章がありました。「本市にお

ける安城更生病院跡地への新図書館建設については、市民の皆さんか

らいろんなご意見があることは承知しております。」と有ります。私

はちょっと意味が良くわからなかったのですが、これは、先ほど事務

局が言われたような、今の図書館で良いんじゃないかとか・・・とい

うことなのですか。  

刈谷駅近くにあるアイリスホールや、みなくる刈谷のことを市民や

議員の皆さんがイメージされて、あのような物がなければいけないん

じゃないか、といわれていたのかなと思ったのです。ホールと民間ス
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ーパー。私も非常に気になっていて行ってみたのですが、アイリスと

いうのは、いわゆる箱物です。使われているのか良くわからない状態

で、安城が、ああいうものを真似ても賑わいが創出できるか疑問であ

ると思いました。みなくる刈谷でも地元の人がやっているテナントと

いうものが無いのでは。ですから、安城が真似ても駄目だと思います。

市長のお考えのように安城更生病院跡地には新図書館建設で、図書情

報館で良いのではないかと思いますので、考えを述べさせていただき

ました。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：：  市長がアメリカへ行って得られてきた情報はよくわかりま

したが、日本にはああいうようなもので、私たちが目指すお手本にな

るようなところをどこかご存知でしたら教えてください。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  ＩＴをからめたハイブリッド図書館ということで言います

と、県立図書館レベルになりますが、奈良県立図書情報館。こちらは

７年前からそういう名称でやっているとのことです。先日見てきまし

たが、全国の先駆け的な形の図書館なのかなと思いました。  

教育長教育長教育長教育長：：：：  先ほど杉浦委員の言われた市長の言うようなというのは、

民間のお店というものは、無しでということでしょうか。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：  いや、無しでということではなく、刈谷のはどこかの資本

が入っています。安城市は、あくまでも地元の人たちが中心となって

お店を良くして行く・・安城の場合は、七夕をやらなければいけない

ので、刈谷のような物では駄目だと思います。アイリスも年間どのく

らい利用されているかわかりませんが、ああいうものをイメージされ

て、ああいうものが良いのではないかという意見の市民や議員さんが

居られると聞いたので、それでちょっと、私の考えを言わせていただ

きました。  

会長会長会長会長：：：：  そのあたりのことは、南明治整備課との兼ね合いもあります

し・・・、われわれは今図書館と言うことでやっていますが、街づく

りという考え方ですと、ちょっと違いますよね。  

館長館長館長館長：：：：  まず、図書館で人がたくさん集まるというものがあってなお

かつ街づくりの関係で、今後デベロッパーが出てきて、複合施設とい

う位置づけなものですから、いろんな提案が出てきます。そうした中

で、いま議会でも質問の中にもいろいろ出てきます。いろいろなご意



 13

見もありますが、最終的に図書館を核にして、あとそれに付随した民

間も出てくるというようなことで、先ずは、集客、それをメインにあ

とは、街中の活性化で、街中の商店街の人たちと、協働でできるよう

な、今言われたような、七夕は安城の一大観光ですので、それができ

なくなっては、大変です。今、南明治整備課で整備水準の策定をやっ

ています。  

生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長：：：：  地域の人たちといろいろ協議をし、いろいろ意見調

整をしながらどういう出店の可能性があるか調査をしております。い

ずれにしましても出店の希望が無くてもいけないですし、地域の協力

も無ければいけないということもありますので、まだまだこれからも

貴重なご意見をいただければと思います。  

会長会長会長会長：：：：        他によろしいですか。それでは、貴重な意見をいただきまし

てありがとうございました。協議事項につきましてはこれで終わらせ

ていただきます。  

館長館長館長館長：：：：  それでは、都築生涯学習部長より挨拶をお願いします。  

生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長：：：：  本日は、年度末の大変お忙しい中、図書館運営に関

しまして貴重なご意見ありがとうございました。時の経つのも本当に

早いもので、図書館協議会委員をお願いしましてこれで２年になろう

かと思います。この間、委員の皆様方から図書館事業、運営等に関し

まして多くのご提言、また、昨年は子ども読書活動推進計画の見直し

や、新図書館建設計画におきましても多くのご意見いただきましたこ

とを厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。  

来年度は、市制施行６０周年になります。先ほど話がありましたよ

うに図書館でも新美南吉絵本大賞等の事業を展開して参りますが、生

涯学習部全体でもいろんな事業を展開してまいります。特に私、生涯

学習部を担当しておりますので、少し宣伝させていただきますと、生

涯学習課で１０月に子どもまつりということで、図書館の協力もいた

だきながら、総合運動公園一帯で子どもまつりを開催してまいります。

市民会館では、第九の演奏会も予定をしています。体育関係では、Ｎ

ＨＫの巡回ラジオ体操を夏休みに予定しています。また、市民駅伝大

会を２月に総合運動公園でやっておりましたものを今年は、デンパー

クを中心に実施したいという計画もしています。文化財課では、江戸
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時代のからくり人形展も展開してまいります。いずれにしましても、

今後ともご指導ご協力をお願いしまして、簡単ではございますが、２

年間のお礼のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。  

閉会 午後３時４０分  


