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平成２４年度 第３回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２５年３月７日（木）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 

 石川勝治  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  

水谷隆志  館長補佐（施設管理係長） 

       神谷美恵子 図書係長 

傍 聴 者   なし 

 

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長：     皆様こんにちは。定刻の時間になりましたので、ただ今から

平成２４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。  

＜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会長、教育長より挨

拶をお願いします。  

会長：会長：会長：会長：     お忙しい中をご参集いただきましてありがとうございます。また、

先の一宮市立中央図書館の視察は大変ご苦労様でした。のちほど議題

の中で皆さんの所感報告という形でご発言いただきたいと思います。  

教育長：教育長：教育長：教育長：     今日は春爛漫でいい陽気になりました。今日は中学校の卒業式

で、私は南中学校の卒業式に出席しましたが、ちょうどＰＴＡの会長

が３０数年前に担任した子であり、当時のことを思い出しながら参列

をしておりました。今年は８校で約１９００名の子が巣立っていきま

す。本当に最高の卒業式日和になりました。  
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  また、2 月１９日に視察いただいた一宮市立中央図書館には、いろい

ろ参考になる点があったであろうと思いますので、ご感想等聞かせて

いただければと思います。  

  現在は３月議会中でありまして、議決されれば、来年度から新規事

業として学校司書を中学校区に１人ずつ配置し、中央図書館とも連携

をしながら、学校図書館の充実、子どもたちの読書活動の充実を図る

ことができるようすすめているところでございます。  

  それから絵本大賞に続いてブックスタートが来年度始まります。図

書館にとっては、まだまだ大きな事業がこれから続いて参ります。新

しい図書情報館も平成２６年度着工、２９年度オープンの計画であり、

委員の皆様方にもいろいろな面でお知恵をお借りすることが多いと思

います。今後ともよろしくお願いをいたします。  

図書館長：図書館長：図書館長：図書館長：     それでは議題に入りたいと思います。議事の取り回しを規定

によりまして会長にお願いいたします。  

    

会長：会長：会長：会長：     それでは議題に入ります。まず（１）平成２５年度主要事業概要

及び事業（案）について事務局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により水谷補佐、神谷係長説明  

  図書館費はほぼ例年並みの内示。図書館総務事務では先進地図書館

視察の旅費が、施設管理事業では、無線ＬＡＮ設置が修繕費対応で、

地域電子図書館構築事業では、デジタル資料登録公開システム作成委

託料及び南吉絵本大賞受賞作品デジタル化委託料が内示された。  

  事業（案）では、ブックスタート、講演会、ボランティア講座、古

典講座、定例お話会等、及び学校司書の支援と連携を予定。  

会長：会長：会長：会長：     何か質問はございますか。  

AAAA 委員：委員：委員：委員：     無線ＬＡＮ設置で電源は考えていないですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     現在の想定はスマートホンやタブレットです。新しい図書情報

館では、電源も確保し、ノートパソコン対応も準備を進めていきたい

と思います。  

AAAA 委員：委員：委員：委員：     さいとうよしみ講演会は平日開催ですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     さいとう氏には昨年絵本原画を寄贈していただいたので、今年

の発展祭の招待者となっています。当日は午前中発展祭に出席して、
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その日の午後、図書館で講演をしていただくという日程です。  

BBBB 委員：委員：委員：委員：     古典講座はどんな予定ですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     昨年は古事記編纂１３００年でしたので、古事記にちなんだ講

座が開催できればと思っています。  

    

会長：会長：会長：会長：     続いて（２）の新美南吉生誕百年記念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により神谷係長説明  

 ブックスタート事業概要、講演会、絵本大賞作品展、絵本原画展、新

美南吉ノート復刻、ＣＤ・ＤＶＤ製作、出前授業、朗読会、県感想画

コンクール後援等を説明。  

会長：会長：会長：会長：     何か質問はございますか。  

CCCC 委員：委員：委員：委員：     新美南吉ノートは、大野秋紅氏のものだが、都築久義氏の同名

のものも先駆的な研究と思うが。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     復刻版に一緒に収録して刊行する予定になっています。  

会長：会長：会長：会長：     ブックスタート事業はなかなか細かく計画されているようなので、

がんばってやっていただきたい。  

BBBB 委員：委員：委員：委員：     一昨日、ＮＨＫのアーカイブスで、「赤ちゃんの心と体の発

達」をやっていたが、お座りのできない３か月の赤ちゃんでも、人が

しゃべりかけると、赤ちゃんはじーっとその人を見て離さない、どん

どん吸収していくという番組だった。ブックスタートはいい事業だと

思います。  

DDDD 委員：委員：委員：委員：     一宮ではすでに平成１４年からブックスタートをやっていると

いう話だったが。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     ２０００年がこども読書年で、早いところはすぐその後から始

まっています。安城では「赤ちゃんえほんかしだし隊」ということで、

平成１６年から、絵本を差し上げはしていないが、赤ちゃんへの貸出

しという類似の事業に取り組んでいます。  

    

会長：会長：会長：会長：     他になければ、次に議題（３）中心市街地拠点整備事業の状況に

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（３）を資料－３により岡田補佐説明  
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 ワークショップの２４年度の概要を説明  

  ワークショップの場で、いろいろなご意見が出たということで、結果

の一覧表に新しい図書館に期待する項目、実現したい項目、要望など

が出ております。先の２月１９日には一宮市立中央図書館を視察して

いただきましたが、いろいろお感じになった点があろうかと思います。

この場で順次所感をご披露していただきたいと思います。  

会長：会長：会長：会長：     では石川委員からお願いします。  

DDDD 委員：委員：委員：委員：     ６項目ほど感じるところがありましたので申し上げます。  

１ １６０席の独立した学習室があったこと。一宮では試験週間になる

とそれでも足らなかったという。安城の新図書館ではそういうスペー

スがないので、何らかの形で配慮する必要がある。  

２ 年間の開館日数が多く、開館時間も午後９時までと長いことは参考

にすべきである。  

３ 市外登録者は、名古屋や岐阜の人が多いというものの、貸出対象を

全国の利用者にまで広げていること。  

４ ＪＲと名鉄の同じ駅の駅ビル内に中央図書館、子ども支援センター、

ビジネス支援センター、市民活動支援センター、観光施設などが集中

して、市民が集いやすい施設であると感じた。子ども支援センターか

ら図書館へ行ったり、図書館から子ども支援センターへ行ったりも、

非常に便利で都合がよく、市民が集中しやすい。  

５ その点で、安城市も図書情報館、歴史博物館、教育センターとの連

携や、文化センター、市民会館、市民交流センター、福祉センターな

ど、市民が集い利用する施設とのつながりが大切で、ばらばらにやっ

ていたのでは集客性が弱い。一宮のあり方は学ぶべき点だと思う。  

６ 平日であったにもかかわらず非常に多くの利用者があったことが注

目された。  

AAAA 委員：委員：委員：委員：     全般的に言いますと、図書情報館を含めた複合施設として、

「尾張一宮駅前ビル」そのものを更生病院跡地に設置しても、異議は

ないレベルと感じた。ただ、外壁の格子状のつくりには多少違和感が

あった。また、ホールについては岡崎市の「りぶら」のようなホール、

密閉で階段状のホールをイメージしていたが、一宮のようなフラット

で外が見える明るいホールもよい、どちらを選択するかは使用目的を
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考慮して決めればよいと思う。  

  詳細な点について述べますと、  

１ レイアウトとしては一宮市立中央図書館をそのまま安城にもってき

てもよいと感じた。  

２ 最も注目したことは、児童書エリアがワンフロアになっていること。

不審者が入りにくく、とてもよい空間と思う。  

３ 各階の案内も、５階のものは片面が大人用、片面が子ども用で、こ

のような配慮は貴重である。  

４ 自動化書庫は、安城では不要だろうと感じた。  

５ 貸出対象は、全国でなくとも県内、隣県程度でよい。  

６ 夜間開館は、全ての曜日が無理なら曜日限定でもやむを得ない。  

７ 書架は、今まで木製に限ると思っていたが、高さもちょうどよく、

色合いもすっきりしていてスチール製もよいと感じた。書棚の間隔が

あいており、通路も広く感じた。  

８ 駐車場については、無料対応が１時間まででは厳しい。せめて２時

間はほしい。  

９ 一階のアスティ一宮は見習うべき。食品スーパーの成城石井や本の

三省堂が出店していて驚いた。人気のある民間の店舗をおくことを参

考にしてはどうかと思った。  

EEEE 委員：委員：委員：委員：     まず、目の前のガラス越しに駅のホームが見えてうらやましい

と感じました。子どもが男の子二人で電車が大好きなので、すぐ目の

前で電車は見られるし、屋根付のウッドデッキで走り回れるし、お弁

当を持ってピクニック気分でお出かけでき、帰りに図書館で絵本やＤ

ＶＤを借りて帰るという、素敵な一日がおくれる最高の環境と感じま

した。安城も駅が近いのだから、屋上から電車が見える場所があると

子どもたちが喜ぶだろうと思います。  

１ 子育て支援センターの一時預かりは、受入れ 6 人まで一回４時間ま

でという制限があったので、図書館の講座参加者には利用しにくいが、

美容院や買い物に行くお母さんにはよいと思う。  

  安城は、すでに「あんぱ～く」がすぐ近くにあるので、隣接して子

育て支援施設ができると、周辺部の方から不満がでるかも知れません。  

  なお、公園はあまり広くないようなので、子どもの遊び場スペース
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は必要と思います。  

２ 駐車場については、七夕まつりが駅から少し離れた場所であるため

か、周辺部に計７００台近い駐車場があるので、駅ビル内は１４７台

で大丈夫なのかと思います。その点、安城は七夕が駅前で図書館が少

し離れるため大変な混雑が予想され、工夫が必要と思います。  

３ 雑誌スポンサー制度は、企業にも宣伝になり、図書館も雑誌が増え、

いいアイデアと感じた。  

４ 図書館からのたよりが、対象年齢が細かく設定がされて作られてお

り、同じものがホームページでも見られるのが感心した。  

BBBB 委員：委員：委員：委員：     今回の視察で先進地の現場を見ることが何より大切だと実感し

ました。今までの知識の中になかった、駅と一体になった図書館をみ

て大変参考になりました。  

１ １４０台余りの駐車場が満車にならないのは驚きだった。一宮は都

市型で、自動車の利用にたよる郊外型の安城とは少し意識の違いがあ

るのではと感じた。図書館へ来て駐車料金を払うということも驚いた

が、安城の街なかもだんだんそうなっていくのでは、とも感じた。  

２ 多層型ビルの中に共存することの良さ。１ -２階に魅力ある店。他の

専門機関との複合となった施設。図書館は５ -７階だったが、５階が児

童に特化しているのはとてもよい。子どもが声を出してもよい楽しみ

の空間になっている。  

  ６ -７階の一般の階もよく工夫されていて、そのまま持ってきてもい

いひとつのモデルプランと思う。ワークショップで出た要望がたくさ

ん実現されていた。  

３ 一般のコーナーには対面朗読室があったが、子どものコーナーにも

小部屋で、目と目を合わせて読み聞かせのできる場所がほしい。  

４ トイレ、授乳室はよく考えてあるので、忘れずに取り入れるように

したい。  

５ 建物にエレベータが２箇所あり、図書館内にも専用エレベータがあ

り、階段やエスカレータもあって、利用者の移動に配慮が感じられた。  

６ 自動化書庫は、多額の費用が必要で故障の場合も困るだろうから、

職員での対応が可能なら、導入しなくてよいと感じた。  

７ 入口付近に展示スペースがなかったが、安城では特別なテーマでの
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視覚的なディスプレイや、今でいうひな人形や五月人形をおく空間が

あると、来館者に何がしかアピールできる。  

８ 子どもに対するパンフレットでもそうだが、司書プラス何かの専門

をもった職員がたくさん必要と感じた。  

９ 誰でも入れる、使える、間口の広さがある施設。子育て支援センタ

ーへ来る人も、すぐ隣の図書館に来られる。ビジネス支援、健康関係

など他機関との連携ができている。安城では場所的に無理ならば、図

書館が関連施設へいける窓口として機能するとよい。  

FFFF 委員：委員：委員：委員：        

１ 貸出、館内対応等に職員がたくさんいるという印象を受けた。  

２ 利用者に利用しやすい配慮がされている。児童コーナーは、落ち着

いた配色で心地よく、キャラクターの椅子もあり楽しくなるような雰

囲気、トイレも子どもサイズできれい、広々とした空間（広場）があ

り開放的。学習室や新聞閲覧にも広いスペースがあり、よく配慮され

ている。  

３ 座席も多く、たくさんの利用者が滞在できる。書棚の横にも椅子が

ある配慮が感じられた。  

４ 各センターのコンセプト、つながりがよい。子育てをしながら図書

館を利用する人、図書館を利用しながら次の活動をしようと思う人に

活用しやすい施設となっている。  

５ 資料検索機が、フロアー内の何箇所かに分散されて設置されている。  

６ 自動化書庫を初めて見て、フロアーにない書籍も自動で貸出口まで

もってこられるシステムは画期的と感じた。  

７ 間接照明で全体が明るく感じるよう、天井、光源が工夫されていた

が、本をその場（書棚）で探したり、少し読むには暗いと感じた。  

副会長：副会長：副会長：副会長：            

１ 子どもを持った母親にやさしい図書館であった。５階フロアに子育

て支援センター、託児ルームがあり「子育て」を応援している感があ

る。託児ルームは定員６名で少なめであるが、こういう一時預かり施

設があること自体が画期的と思う。  

２ 駅ビルにあるというのは、待ち合わせやちょっと時間があるのでと

いう人が気軽に立ち寄れるいい場所である。この間のテレビ取材でも
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勤め帰りの母親を待つ子と祖母が図書館で本を読みながらすごす光景

が放送されていた。同じ待つにも図書館で待つのは楽しいし、今まで

利用したことのない人が、立ち寄って図書館のよさを知り、利用者に

なっていく絶好の立地条件といえる。  

３ お話会はこれから充実させていくということだったが、安城は読み

聞かせグループが１５程あり、子育て中のお母さん達、これから携わ

ろうという人へのバックアップ体制はできているので、新図書館でも

継続できるような活動スペースを確保してほしい。  

４ 間接照明は、自分としては、天井のウエーブも含め、やわらかく好

印象であった。  

５ ＤＶＤ・パソコンコーナーが横一列ではなく、交互の入れ子状にな

っていて配慮を感じた。  

６ 駐車場は、一宮は駅周辺に６００台も置けるということだが、安城

は条件が違うので、よく検討しておかないと街なかの混雑が起こる。

ことに七夕まつりの際は多数の立ち寄り客が予想されるので、大変な

混雑となる想定もしておくべきと思う。  

７ 雑誌スポンサー制度はとてもよい案と思うが、企業が推薦する雑誌

をおくのではなく、図書館が選定した雑誌のスポンサーを募るという

制度かと思う。  

８ 図書館の運営費が３年半で６億２千万は、かかりすぎではないか。  

９ 各時間帯に職員が必ずいる体制は望ましい。  

１０ ビジネス支援がどんなことか、必要なスペースがどうかについて

具体的に理解できた。フリーター対応の講座を行うスペースも必要。  

１１ １階で飲食ができるテナントがあるのはよい。いろいろな年代層

が来て、本を借りた後にちょっとした食事や休憩ができるのは好都合。  

全般的に一宮駅前ビル施設の視察は、たいへん参考になった。  

会長：会長：会長：会長：     現在の安城図書館は郊外型であり、自分としては閑静で自然の風

景の中に存在するのが本来の図書館というイメージが強かったが、一

宮市の駅ビルにある図書館を視察し、このような図書館もよいと感じ

た。従来の発想を転換し、駅の中にあるという利便性を最大限に生か

した運営の図書館、利用者にとって、研究者や学生にとって、利便が

よいことが図書館の利用価値のメリット、快適に利用できる機能の一
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つになっていると感じた。安城でも駅から５分の立地となるので、そ

れを十分に生かした図書館をめざすべきである。  

  また、中心市街地にはスーパーも小売店も減少しているが、拠点施

設を、図書館機能だけでなく、量販店や専門店などの店舗と共存する

複合施設にすることによって集客能力を高める。また、交流広場や多

目的ホールを備えることで、多くの市民が集い、それが図書館の充実

につながり、さらに集客力が複合的に高まり、街の活性化が図れると

考えられる。  

安城も駅に近い町の中の図書館の良さ、そのよさを十分生かした図書

館としてもらいたい。立地の特性を生かし、人の出入りの多い施設とす

ことができれば、更生病院跡地にすばらしい図書館ができるものと期待

する。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     いろいろ貴重なご意見をいただきありがとうございました。続

きまして、今から現在の中心市街地拠点整備事業の進捗状況を含めま

して、実施方針と業務要求水準書（案）を説明します。  

パワーポイントにより岡田補佐説明  

会長：会長：会長：会長：     ただいま説明の中心市街地拠点整備事業について、何かご質問は

ございませんか。  

AAAA 委員：委員：委員：委員：     図書館システムはどういう形ですか。  

事務局：事務局：事務局：事務局：端末台数などの設計に関わる事項を募集要項に示せるよう現在

検討していますが、システムの内容詳細はこれから詰めていきます。

なお、現在のシステムは三菱電機のパッケージを使用しています。  

AAAA 委員：委員：委員：委員：     利用者からすると安城の場合、ＷＥＢの利用者状況画面で貸出、

予約が同時に一覧できるのが大変使いやすい。近隣の図書館はシステ

ムが新しくなってもそうならない。常に利用者の立場にたっての改良

をお願いしたい。  

    

会長：会長：会長：会長：     続いて（４）のその他について説明願います。  

事務局：事務局：事務局：事務局：     平成２５年度の第１回図書館協議会の開催日についてでござい

ますが、あらかじめ予定させていただきたく、この場で問い合わせい

たしますが、7 月中旬あたり、１０日（水）午後はいかがでしょうか。  

会長：会長：会長：会長：     皆さんに特にご都合がなければ、それでお願いします。  
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事務局：事務局：事務局：事務局：     ありがとうございました。なお、第２回協議会として先進地視

察、塩尻市までの予算の内示も受けておりますので、後日、そちらの

日程の調整もとらさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

会長：会長：会長：会長：     ではこれですべての議題が終わりましたので、平成２４年度第３

回安城市図書館協議会を終わります。  

事務局：事務局：事務局：事務局：  それでは最後に、生涯学習部長にお礼の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：     本日は大変長時間にわたりありがとうございました。中

心市街地拠点施設につきましては、これから事業者の募集をし設計を

して参りますので、皆さんのご意見を頂戴していい施設としていきた

いと思います。  

駐車場については、これからどういう形がいいのか検討していきます。

職員体制についても現在の人員では運営できませんので、これから拡充

をして参ります。またご意見ご指導をいただきたいと思います。  

  なお、来年度は新美南吉生誕百年で、市では多くの事業を実施して

参ります。またいろいろご協力ご参加いただきたいと思います。  

  いずれにしましても、一年間お世話になりありがとうございました。

今後ともご指導を賜りますようお願いをしまして、お礼の挨拶といた

します。  

 

閉会 午後３時３０分  


