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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称   水戸市立図書館協議会 

 

２ 開催日時  平成27年７月７日(火) 午後１時30分から午後３時40分まで 

 

３ 開催場所  水戸市立西部図書館 視聴覚室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

木下美直，永盛久貴，伊藤晶子，生田則子，太田元子，大野光一，田山和子，佐々木靖章，

友末忠徳，堀江恵子，田中真己 

 (2) 執行機関 

五上義隆，松本崇，大貫信廣，小園江雄一，一木淳，平野順子，木下雅仁，加藤木長生， 

柳橋敬子，菊池俊英 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 平成27年度図書館運営方針等について（公開） 

(2) 平成26年度図書館利用状況について（公開） 

(3) 平成27年度行事予定（７月～９月）について（公開） 

(4) 水戸市図書館基本計画（第３次）（案）について（公開） 

(5) 市立図書館指定管理者の公募について（非公開） 

 

６ 非公開の理由 

  (5) 市立図書館指定管理者の公募については，会議開催日の時点では公募開始前であったため，

非公開とした。 

 

７ 傍聴人の数(公開した場合に限る。)  ４人 

 

８ 会議資料の名称 

(1) 平成27年度第１回水戸市立図書館協議会 

 

９ 発言の内容 

         

開  会 

 

【議  長】 規定に従いまして，暫時，進行役を務めさせていただきます。 

       本日は，五つの議題がございます。まず，第１号議案，平成27年度図書館運営方針等

について，事務局から御説明をお願いいたします。 
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【事 務 局】 図書館要覧の２ページをお開きください。平成27年度図書館運営方針及び重点課題に

ついて説明申し上げます。 

       運営方針については，図書や資料の収集等を始め，学校図書館と連携し，子どもが読

書に親しみやすい環境づくりを進めるなど，市民の自主的な学習活動支援に努めること，

また，施設の安全性を確保するために，中央図書館の耐震化を進めることとしておりま

す。 

       重点課題については，図書館資料及びレファレンスサービスの充実，図書館資料の電

子化，学校図書館支援事業の推進，子どもの読書活動の推進，市民との協働による図書

館活動の推進，中央図書館の耐震化事業の推進，図書館基本計画（第３次）の策定，子

ども読書活動推進計画の策定の八つの重点課題を設定しております。 

 

【議  長】 ありがとうございました。御質問，御意見等ございましたら，お願いいたします。 

       中央図書館については，耐震補強工事が行われる２年間，内原図書館に機能を移して

運営を行うということですので，御理解いただきたいと存じます。 

特にないようでしたら，第１号議案については御承認いただけますか。 

 

（  「異議なし」との声あり。  ） 

 

【議  長】 ありがとうございます。それでは，第２号議案，平成26年度図書館利用状況について

お諮りいたします。事務局から御説明をお願いします。  

 

【事 務 局】 協議会資料の２ページをお開きください。平成26年度図書館利用状況について，説明

申し上げます。 

       個人貸出しについては，平成26年度は124万793点，延べ30万2,097人の利用があり，

平成25年度と比べ若干，減少しておりますが，別紙のインターネットからの資料の貸

出延長の数字を加えますと，貸出点数については平成25年度を若干上回る状況です。 

       貸出しの多い順に申し上げますと，見和，東部，西部，中央，内原，常澄の順であり，

中央及び内原については，昨年度を若干，上回っています。 

       リクエスト受付件数については，年々，増加しており，そのうち，77パーセントが，

インターネットからの申込みです。 

       レファレンスについては，増加傾向にあり，図書館サービスの根幹を成す重要なサー

ビスであることから，今後とも質の向上に努めてまいります。 

       団体貸出しについては，昨年度から地区館からの団体貸出しを開始し，平成26年度は 

2,150冊の御利用をいただきました。 

 次に，基本計画目標値との比較ですが，市民１人当たりの年間貸出冊数については，

目標値６冊に対して4.59冊，年間レファレンス受付件数については，目標値１万８千

件に対し２万158冊，年間団体貸出冊数については，目標値６万冊に対し５万7,908冊

と，レファレンス受付件数以外は未達成の状況です。 

       今後は，現在策定中の図書館基本計画（第３次）に掲げる目標値の達成ができるよう

努めてまいります。 

 

【議  長】 ありがとうございました。御意見，御質問等ございましたら，お願いいたします。 
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【委  員】 個人貸出しが若干，減少傾向にあるということですが，原因として考えられることは

何かあるのでしょうか。団体貸出しが伸びていることとの関係もあるのかもしれません

が，団体貸出しの増加は努力の結果ということでしょうか。 

       それから，市民１人当たりの貸出冊数については，図書館協会の統計によると，本市

と同規模の自治体の全国上位10市の例では約10.5冊となっています。これらの都市の資

料費は本市よりも高く，資料費予算を多くとりながら魅力を出しているともとれる結果

ですが，何か分析があればお聞かせください。 

 

【議  長】 ありがとうございます。今の御意見に対して，事務局からお願いします。 

 

【事 務 局】 個人貸出しにつきましては，全国的にも減少しており，また，茨城県立図書館におい

ても減少している状況です。全国的な傾向であり，大きな原因としては，人口減少社会，

少子高齢化社会に進んでいることが関係しているものと考えます。出版業界においても，

販売額が減少している状況にあるようです。読書離れ，活字離れもその原因ではないか

と考えます。 

       このような状況にあるからこそ，読書活動の推進，図書館利用の促進を図れるよう，

今後とも努めてまいりたいと考えております。 

 

【議  長】 団体貸出しの増加についてはいかがでしょうか。 

 

【事 務 局】 団体貸出しについては，地区館からの団体貸出しを開始したことが大きいと考えてお

ります。併せて，中央図書館からの配本貸出しとして，特に小学校低学年向けに読み物

を中心とした読書パックの提供を始めたところであり，そのような取組の成果と考えま

す。 

 

【議  長】 市民１人当たりの貸出冊数について，資料費の問題も含めて，いかがでしょうか。 

 

【事 務 局】 新たに作成中の基本計画の中においても，本市は，全国の類似都市と比べ，個人貸出

冊数が少ないと分析しております。いろいろな要因が絡んでいるとは思いますが，利用

者ニーズに応じた効果的な資料収集といったことも要因の一つと考えられます。本市に

おいては，視聴覚資料の収集に際して，流行りを追うばかりでなく，民間事業者と競合

しないような分野を中心に収集を行っていることも原因として考えられます。 

       現在は，市民の11パーセント程度にしか図書館を利用していただけていないという状

況を変えていくために，様々な取組を進めてまいりたいと考えております。 

 

【議  長】 資料費との関係については，どのようにお考えでしょうか。 

 

【事 務 局】 要覧の52ページに，人口１人当たりの図書購入費の推移について記載がありますが，

本市では163円のところ，県内でも200円台の自治体もあることから，決して本市が潤沢

な予算を措置しているわけではありません。今後，厳しい経済情勢の中，いかに予算を

獲得していくか，また，限られた予算の中でのより効率的な図書購入の方法を検討して

いく必要があると認識しております。 
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【委  員】 本市の資料費が5,600万円のところ，同規模自治体の全国上位10自治体においては 

7,400万円，人口１人当たりの図書購入費も303円ということですので，流行りの本ばか

り揃えることが良いことではありませんが，潤沢な予算があれば，市民が読みたいと思

う本が増え，その結果，利用も増えるという相乗効果も見込めますので，頑張っていた

だきたいと思います。 

 

【議  長】 ありがとうございます。最後の点については御要望ということになろうかと思います。 

       それから，予算確保はもちろんですが，これからの図書館運営には市民の協力が必要

不可欠ですので，市民の協力を得て蔵書の充実に努めていくような戦略もあってよいの

ではないかと思います。 

       その他，いかがでしょうか。 

 

【委  員】 一般的な話ですが，図書館活動，読書活動は西高東低であり，地域性などにもよる部

分があるかと思います。 

       個人貸出しと団体貸出しの関係については，バランスからして，団体貸出しが増えれ

ば個人貸出しは減るのではないかと思います。 

       それから，読書を取り巻く環境も大きく変わってきています。そのような中にあって

は，ニーズの把握の方法も検討が必要で，１人当たりで見るのではなく全体として見る

なども必要かもしれません。 

また，ネット社会へ図書館がどう対応するかという問題もありますが，活字，本に触

れる機会を提供することは図書館の大きな役割ですので，郷土資料を始めとして，そこ

に焦点を絞るといったことも必要かもしれません。 

 

【議  長】 貴重な御意見をありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 借りる立場からの意見なのですが，カウンターで団体貸出しを受けようとした場合に

時間を要し，後ろに並んでいる方に迷惑がかかるようなことがありました。手続がもう

少しスムーズにいくように配慮をお願いしたいと思います。 

 

【事 務 局】 団体貸出しについては，統計処理上の関係から，一般の貸出しとは異なった作業が必

要となります。その際には，他の職員が窓口対応の応援に当たるなど，お客様をなるべ

くお待たせしないよう，スムーズな対応を徹底してまいりたいと思います。 

 

【議  長】 その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 ユーザーの立場から申し上げます。私は茨城県立図書館をよく利用するのですが，県

立図書館にはベストセラー書架があり，これは，ユーザーのためになっていると感じま

す。また，茨城大学の落語研究会が毎月，寄席を行うほか，音楽コンサートとして場を

提供するなど，いろいろなイベントを行っています。 

       このように，様々なイベント実施の積み重ねによって，図書館により親しみを持って

いただくことができるかと思いますので，水戸市においても考えていただきたいと思い

ます。 
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【議  長】 御要望ということでよろしいでしょうか。各館のイベントについては議題にもなって

おりますので，この後，事務局から説明があるかと思います。その他いかがでしょう

か。 

 

【委  員】 読書マラソンという，買った本でも借りた本でもよいのですが，お子さんに読書感想

文を書いてもらうという民間事業者の企画があります。こういったものが，公共の場

でもできればよいのではないか思います。 

       

【委  員】 指定管理者制度が導入された後なら，そのようなことも可能になるかもしれません。

様々なアイデアをスムーズに生かすことができる可能性があると思います。 

 

【議  長】 いずれにしましても，これからの時代は，官民が連携して様々なことに取り組んでい

かなければ，図書館運営も難しいのであろうと思います。そういう意味でも，指定管理

者制度を上手に活用する必要性があるのだと思います。 

 

【委  員】 指定管理者制度の導入は決定なのでしょうか。 

 

【議  長】 先の６月市議会定例会において，中央図書館を直営で維持し，残る地区館５館に指定

管理者制度を導入することが採決されました。 

 

【副委員長】 図書館行政に限らず，時代は官民協働の時代に入ったのだと思います。市役所組織に

おいても，市民協働部という部が設けられております。官だけがリードするのではなく，

民も共に行政を進めるといった時代になったのだと思います。 

 

【委  員】 水戸市の公設市場についても，指定管理者制度導入の議論があります。私は，この協

議会の委員になったばかりで，詳しい状況は分かりませんが，いずれにしても，メリッ

トとデメリットの両方があることでしょうから，専門的な知識を持った委員の皆様でよ

くお考えいただきながら，より良い方向に進んでいけば良いと思います。 

 

【議  長】 その他いかがでしょうか。 

 

【事 務 局】 読書マラソンの件ですが，この事業は子どもたちに読書の習慣を身につけさせるとい

う目的で実施されております。本協議会からもお二人の方に審査委員として参加してい

ただいております。この場をお借りして，皆様に報告いたします。 

 

【委  員】 すごく良い企画です。借りた本でも購入した本でも良いのです。感想を書くことで，

子どもたちも文章をまとめる力がつくと思います。図書館にもポスターが掲示してあれ

ば，子どもたちが本を借りることにも繋がると思います。 

 

【議  長】 図書館にも掲示してあるそうです。 

       時間の都合もありますので，第２号議案につきましては，御承認いただけますか。 
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（   「異議なし」との声あり。   ） 

 

【議  長】 ありがとうございます。それでは第３号議案，平成27年度行事予定（７月～９月）に

ついて，事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事 務 局】 （各館から，新規事業や夏休み行事，おはなし会等の行事予定について説明。） 

 

【議  長】 ありがとうございました。御質問，御意見等ありましたらお願いいたします。 

       特にないようでしたら，御承認いただけますか。 

 

  （   「異議なし」との声あり。   ） 

 

【議  長】 ありがとうございます。続きまして，第４号議案，水戸市図書館基本計画（第３次）

（案）について，事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事 務 局】 基本計画の概要版に基づき，簡単に説明申し上げます。 

       初めに基本的事項ですが，（１）計画策定の趣旨としては，近年の目まぐるしい社会

変化等に対応し，市民の自主的な学習活動を支援する知の拠点として，効率的・効果的

な運営の下，より一層の市民サービス向上を図るため，策定するものです。 

（２）計画の位置付けについては，国の「第２期教育振興計画」，「子どもの読書活

動の推進に関する基本的な計画」，県の「いばらき子ども読書活動推進計画」，本市の

「第６次総合計画」等との整合性を図りながら，策定してまいります。 

 （３）計画の期間は平成27年度から平成35年度までの９か年となっております。 

 次に，現況と課題です。平成21年度から平成26年度までを期間とする前計画における

目標指標に対する実績については，市民１人当たりの年間貸出冊数が６冊に対し4.34

冊，年間レファレンス受付件数が１万８千件に対し２万冊，年間団体貸出冊数が６万冊

に対し５万８千冊となっております。 

 以上のような現状を踏まえ，①図書館運営の充実から，⑩市民との協働による取組の

推進まで，10の課題を挙げております。 

次に，計画の基本的方向ですが，図書館の目指す姿を「地域の知の拠点として，学び

を支え，暮らしに役立つ，市民との協働による魅力ある図書館」と定めました。 

そして，基本方針として，①市民一人一人の生涯にわたる学びを支える図書館づくり，

②暮らしや仕事，まちづくりに役立つ情報を提供する時代に即した図書館づくり，③郷

土の歴史や文化を次の世代へ継承する図書館づくり，④地域の活力を高める魅力あふれ

る図書館づくり，⑤多様な市民ニーズに応える市民との協働による図書館づくりの五つ

の方針を掲げました。なお，基本方針ごとに，いくつかの基本施策を掲げております。 

また，基本方針ごとに目標指標を定めており，①については，有効登録者数，②につ

いては，課題解決支援セミナー開催回数，③については，郷土に関するレファレンス事

例公開件数，④については，事業開催回数及び参加人数，⑤については，ボランティア

登録人数を掲げております。 

最後に，推進体制と進行管理として，図書館協議会の御意見を頂きながら，関係各課
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と連携し，読書団体やボランティアとの協働により各施策に取り組むこと，また，各施

策の進捗状況を把握し，PDCAサイクル手法により適切な進行管理を行うこととしており

ます。 

 

【議  長】 ありがとうございました。 

       この案件に関しましては，前回までに皆様から頂いた御意見を踏まえ事務局で作成し

た原案について，庁内で議論をし，修正を加えまして，本日，皆様にお示しいただいた

ものです。 

       御意見，御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

【委  員】 水戸市の図書館には，中央図書館の徳川宗敬氏のレコードコレクションや，東部図書

館の大岡昇平氏のレコードコレクションなど，貴重なレコードコレクションがあります

が，あまり知られていません。これをきちんとしなければいけないと思います。 

まずは，リストを作成してインターネット上でも公開するなど，幅広く周知する必要

があると考えます。そして，どのように活用することができるのか，検討する必要があ

ると思います。 

       それから，中央図書館にレコードプレイヤーがあると思いますが，これはインターネ

ット上で公開されているでしょうか。 

 

【事 務 局】 インターネット上では公開しておりません。 

 

【委  員】 利用希望者もいるかもしれませんので，検討をお願いします。 

       それから，ここ西部図書館にも特別コレクションである佐川文庫がありますので，会

議終了後，御覧いただくとよいと思います。 

       いずれにしましても，これら特別コレクションのことについても，計画のどこかに入

れていただければと思います。 

 

【議  長】 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 計画本体の25ページの３，学校図書館の充実の部分についてですが，学校図書館の支

援に関しては，ここ数年，特に充実してきており，喜ばしく思うとともに感謝しており

ます。 

       ただし，学校図書館の充実は，あくまで学校の責任でやらなければいけないことだと

思いますので，ここは，「学校図書館の充実に向けた支援」としていただいたほうがよ

いと思います。現場の先生の意識付けの意味合いもあります。図書館に任せておけばい

いなどと，マイナスの要因にもなりかねませんので，御検討ください。 

       それから，関連してですが，学校については，教育委員会の中でも学校教育課や学校

施設課，総合教育研究所など，内容によって所管課が異なっており，関連法規も違うな

ど，分かり合えているようで分かり合えていない部分も多々あるかと思います。意思疎

通をしっかりとし，共通認識を持って連携することで，更に充実し，より良い結果も生

まれると思いますので，是非お願いしたいと思います。 
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【議  長】 ありがとうございます。「支援」という言葉については入れていただくということで

よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 図書館が子どもたちにとっての思い出づくりの場所になるとよいのではないかと思い

ます。単に読み聞かせを行うだけでなく，夏休み期間などに，自分だけの特別な絵本を

つくる教室を開催することなどによって，子どもたちにとって，思い出深い場所になり，

親しみをもてるようになると思います。 

 

【議  長】 大変良い御意見だと思います。今後，子ども読書活動推進計画を策定する予定もあり

ますから，その中に反映させていければよいのではないかと思います。その他いかがで

しょうか。 

 

【委  員】 参考資料として，関連法規と用語解説が新たに付いたことは，非常に分かりやすくて

良いと思います。 

 

【議  長】 その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 計画本体の21，25ページに関することですが，読書感想文を書く子どもを持つ親とし

ては，子どもがどれだけ本に親しみを持てるかという悩みを抱えております。 

       先日，小・中学校を見学させていただく機会があったのですが，学校の造りとして，

図書室が校舎の端のほうにあり，なかなか開かないという学校もあれば，堀原小学校の

ように図書室が校舎の中央にあり，非常に利用しやすい学校もあります。 

       これは，構造上の問題で仕方がないことではありますが，子どもに本に親しみを持っ

てもらうために同じく重要である，学校司書の配置についてはどういう状況なのか教え

てください。 

それから，25ページの子ども読書活動推進計画の策定ですが，子どもの読書活動の推

進に関する法律が平成13年に制定されて以降，県では既に第３次計画が策定され，県内

においても７割の市で計画が策定されています。そういう意味では，本市の対応は少し

遅れているのではないかと思いますが，今後の策定予定について教えてください。 

それから，34ページに年齢層別の貸出数割合がありますが，23歳以上の年齢区分が分

かれておらず，一つの区分というのはどうなのでしょうか。例えば，高齢者の割合が多

いのであれば，それに対応した図書館運営というものが必要であると思います。 

 

【議  長】 事務局，お答えいただけますか。 

 

【事 務 局】 学校司書の配置につきましては，来年度，指定管理者制度の導入に合わせ，中央図書

館に学校図書館支援のための司書を配置し，週に最低１回以上，各学校に派遣し，学校

の先生方と協力しながら学校図書館の支援に当たる予定です。現在，来年度に向け，人

員及び予算の確保等，準備を進めているところでございます。 

       子ども読書活動推進計画につきましては，今年度と来年度の２か年で策定を進めてま

いります。 
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【事 務 局】 34ページの年齢区分につきましては，各館の利用状況の特徴を出すに当たり，特に子

どもの利用状況に顕著に違いが見られるため，それを強調するために，23歳以上の年齢

層については，一括りにしたものです。統計上の数値としては，図書館要覧の45ページ

に，各年齢層別の利用状況について詳しいデータを記載してございます。 

 

【議  長】 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。ございませんようでしたら，第

４号議案についても御承認いただけますか。 

 

（   「異議なし」との声あり。  ） 

 

【議  長】 ありがとうございます。なお，この案件につきましては，答申を出さなければいけま

せんが，内容の手直しを含めて，正副委員長に一任していただけますでしょうか。 

 

（   「異議なし」との声あり。  ） 

 

【議  長】 ありがとうございます。第４号議案につきましては，以上となります。 

        続きまして，第５号議案，市立図書館指定管理者の公募についてお諮りいたします。

第５号議案につきましては，公募前であることから非公開となります。事務局から説

明をお願いいたします。 

 

【事 務 局】 図書館への指定管理者制度導入につきましては，６月の市議会定例会において，中央

図書館を除く，地区館５館に指定管理者制度を導入するための図書館条例の一部改正議

案が可決されました。それを受けまして，７月15日から指定管理者の公募を行うもので

す。 

       １の地区館の概要ですが，概要については記載のとおりであり，５館を一括して公募

いたします。 

       ２の指定管理者が行う基本的業務につきましては，①図書館資料の整理，保存及び提

供に関すること，②図書館事業の企画運営に関すること，③維持管理に関すること，④

その他，図書館の管理上必要と認めることの四つであります。また，この他に，自らの

創意工夫，ノウハウを活用して企画，実施する自主事業を行います。市民の利便性の向

上，施設の有効活用，そして，市民の利用率向上が図れる事業の実施を期待しておりま

す。 

       ３の水戸市と指定管理者の主な業務分担ですが，中央図書館の主な業務としては，図

書館行政方針や施策の決定，地区館への指導，監督，運営状況の評価，全館の収集資料

の決定及び資料費の執行のほか，地区館では対応が難しいレファレンスへの対応，学校

や市民センターとの連携に関することとなります。 

指定管理者の主な業務につきましては，２で説明したとおりですが，３の表に当ては

めますと，２の①については，項目四つ目の図書館資料の整理，保存，項目五つ目の図

書館資料や情報の提供，項目八つ目のおはなし会ボランティアや学校への団体貸出しに

なります。２の②については，項目六つ目の図書館事業の企画，決定，実施になります。

２の③については，項目七つ目の施設，設備の維持管理になります。 

次に，４の指定期間ですが，指定期間は平成28年４月１日から平成33年３月31日まで
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の５年間を予定しております。ただし，内原図書館につきましては，平成28年度から 

平成29年度にかけて実施予定の中央図書館の耐震補強工事時間中，中央図書館の機能を

内原図書館に移して運営することから，平成30年度から平成33年度までの３年間を予定

しております。 

       次に，５の指定管理業務に要する経費ですが，５年間の指定管理料の上限額は12億 

1,423万2千円となります。この金額は，平成26年度の決算額をベースに設定しておりま

す。ただし，公募開始前に直近の消費者物価指数を反映しますので，若干，数字は変動

します。 

       次に，６の申請資格ですが，申請できるのは法人などの団体であり，共同企業体で申

請することも可能となっております。 

       次に，７の公募手続ですが，公募期間は平成27年７月15日から平成27年９月15日まで

の２か月間となっております。その後，申請書類の審査，ヒアリングの実施，候補者選

定委員会において指定管理者の候補者の選定を行いまして，12月の市議会定例会におい

て，指定管理者が指定されることになります。指定後は，基本協定を締結し，業務引継

ぎをしっかりと行い，平成28年３月の市議会定例会で平成28年度の予算が承認された後，

年度協定を結び，平成28年４月１日から指定管理者による運営開始となります。 

       最後に，８の候補者の選定ですが，両副市長が正副委員長となる水戸市指定管理者候

補者選定委員会において審査を行い，選定いたします。審査の観点については次のとお

りです。①住民の平等利用の確保，②施設の効用を最大限に発揮，③管理に係る経費の

縮減，④管理を安定して行う能力，⑤法人等の事務所の所在地，⑥その他市長が必要と

認める要件となります。説明は以上です。 

 

【議  長】 ありがとうございました。御質問，御意見等ございましたらお願いいたします。 

 

【委  員】 指定管理者がある事業を実施する場合には，事前に中央図書館の承認を必要とするの

でしょうか。それとも，単独で実施できるのでしょうか。または，年間計画をあらかじ

め立て，中央図書館の承認を得ておく必要があるのでしょうか。 

 

【事 務 局】  自主事業については，公募への申請当初に提案していただくほか，基本的には前年

度のうちに１年間の事業計画を提出していただきます。ただし，年度途中であっても，

毎月の定例会議がありますので，その際に相談があれば，可能なものにつきましては承

認いたします。 

 

【委  員】 最初が肝心で，あまりきつい縛りを設けると，指定管理者から積極的な提案が出てこ

なくなる可能性もありますので，その点は御注意いただきたいと思います。 

       それから，学校との交流に関してですが，指定管理者の職員は，どの程度，学校への

出入りが可能なのでしょうか。読書指導などはできるのでしょうか。   委員に伺い

たいのですが。 

 

【議  長】 先ほども話にありましたが，学校司書も派遣するわけですから，いろいろな相談に乗

ったり，アドバイスをしたりということはあるのだと思います。 
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【委  員】 お答えする前に，私からもまず確認したいことがあるのですが，まず，学校司書とい

うのは，中央図書館から派遣される方を指すということでよろしいでしょうか。公教育

の場でありますので，所管がしっかりとしたところでやっていただかないと，学校側が

この事業に参加しづらいだろうということがあります。 

       それから，選書業務がどうかということです。私がこれまで指定管理者制度導入に賛

成の立場で論陣を張ってきたのは，出版業界における学校図書の分野において，民間事

業者が優れたノウハウを持っているからです。過日の習志野市への視察において皆さん

も目の当たりにしたように，学校現場にとってのメリットが間違いなくあると考えるか

らです。選書業務には是非，指定管理者のノウハウを取り込んでいただきたいと思いま

す。夏休みには読書感想文コンクールがあり，課題図書が選定されますが，その把握及

び購入についても民間事業者のノウハウが入れば，何か面白いことができるのではない

かと思います。 

 

【委  員】 私は，基本的に図書館に多くの人に来ていただきたいと思っていますので，学校の貸

出しが増えると図書館の貸出しが減るなどのこともあり，その辺りの住み分けが必要か

とも思います。それから，指定管理者職員の学校への出入りは難しいのでしょうか。子

どもたちとの接触は基本的には難しいのでしょうか。 

 

【委  員】 私は，子どもたちに対してというより，学校の中においては教員への支援の部分を特

に期待しております。例えば，宮沢賢治を扱うときに，他にこのような本もありますと

アドバイスをくれるなど，発展的な読書に繋げることが可能となります。 

公立図書館に来ていただきたいというお気持ちも分かります。この事業において私が

考えるねらいの一つは，公立図書館へのいざないです。学校図書館にない本が図書館に

豊富にあるということが分かるだけでも違っていくのだろうと思います。 

 

【委  員】 指定管理者職員の位置付けとしては，学校ボランティア的な位置付けをしておかない

と簡単にはいかないのだと思います。校長先生の了解を頂いた上で，学校ボランティア

的に活動する必要があるのだと思います。 

 

【委  員】 もちろん，ゲストティーチャー的に，例えば，今日の授業は○○図書館の○○先生を

お招きしてブックトークを行いますなどのことも可能であり，面白いのではないかと思

います。 

 

【議  長】 いずれにしましても，新しい試みですので，試行錯誤しながらどのような方法が可能

で一番良いのか，制度を導入していく中で具体的に検討していく必要があると思います。

その中で，学校と図書館のより良い関係を築いていければよいと考えます。 

 

【委  員】 あくまで学校職員は学校職員であって，校長の下で教育活動が行われておりますので，

図書館の職員に教育を預けることは法律的にも難しいと考えます。あくまで，サポート，

支援として協力を頂きたいと思います。 

 

【議  長】 ありがとうございます。あまり時間もありませんので，その他，御意見がある方は，
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なるべく簡潔にお願いいたします。 

 

【委  員】 指定管理者制度の導入につきましては，市議会において賛成多数で図書館条例の一部

改正議案が可決されましたが，私は反対をいたしまして，その立場は変えることができ

ませんので，あらかじめ申し上げておきます。 

       議会で議論されたことを受けて，いくつかお伺いしたいと思います。子どもたちにい

かにして本に親しんでもらうか，あるいは，図書館の利用を向上させていくかという点

において，直営での努力を追及するべきではないかとの声が市民団体も含めて上がって

いて，様々な議論があったかと思います。私は，今回の制度導入によって，サービスが

向上する確信が持てないのですが，その上でお聞きしたいことがあります。 

まず，５の指定管理業務に要する経費において，５年間の上限額が12億1,423万2千円

とありますが，候補者選定においては管理に係る経費の縮減の項目があり，経費が低い

ほど配点が高くなると思います。経費には人件費も含まれており，時間延長を行うこと

を考えますと，１人当たりの給料は安くなることになると思いますが，その辺りの見込

みはあるのでしょうか。また，選定項目にはその他市長が必要と認める要件というもの

もあり，労働条件も入っているということですが，それは市の基準を下回ってはいけな

いということなのか，それとも最低賃金を下回らなければよいということなのか，もし，

決まっているのならば教えていただきたいと思います。 

それから，この12億円には資料費が含まれているのかどうかということです。選書と

資料費の執行は中央図書館が行うとの説明がありましたので，含まれていないのかと思

いますが，含まれているのだとすると資料費も下がってしまうことになりますので，お

聞きしたいと思います。 

それから，最後に，候補者選定における５項目の比重，配点がどのようになっている

のか教えていただきたいと思います。施設の効用を最大限に発揮する等の項目が一番重

視されるべきと考えますが，仮に，経費削減の項目の配点が高ければ，安いところが選

ばれることになってしまうと思います。お答えいただける範囲で結構ですのでお願いい

たします。 

 

【事 務 局】 まず，資料費につきましては，収集資料の候補は指定管理者が選びますが，最終的に

決定するのは中央図書館であり，資料費の執行も引き続き中央図書館が行うことになり

ますので，この12億円の経費には資料費は含まれておりません。 

       次に，賃金につきましては，茨城県の最低賃金をどの程度上回っているかによる配点

となります。 

       次に，候補者選定における項目ごとの配点につきましては，①住民の平等利用の確保

が10点，②施設の効用を最大限に発揮が一番大きく35点，③管理に係る経費の縮減が 

20点，④管理を安定して行う能力が20点，⑤法人等の事務所の所在地が５点，⑥その他

市長が必要と認める要件が10点となっております。以上でございます。 

 

【議  長】 よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。時間もございませんので，第５号議

案について御承認いただけますでしょうか。 

 

      （  「異議なし」との声あり。 ） 
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【議  長】 ありがとうございます。以上で本日の審議は終了となります。副委員長さんから締め

の挨拶をお願いいたします。 

 

【副委員長】 長時間にわたり，お疲れ様でした。本日，予定されていました五つの議題について，

滞りなく終わることができました。皆様の御協力に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。次回もよろしくお願いいたします。 

 

【議  長】 御協力ありがとうございました。 

それでは，事務局にお戻しいたします。 

 

【事 務 局】 本日は長時間にわたり，貴重な御意見を頂きまして，誠にありがとうございました。

以上をもちまして，平成27年度第１回水戸市立図書館協議会を終了させていただきます。 

        

 

  閉  会 

 


