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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11月25日(水) 午前10時00分から午前11時30分まで 

 

３ 開催場所  水戸市立見和図書館 視聴覚室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

木下美直，小網 昇，加倉井喜正，伊藤晶子，太田元子，田山和子，佐々木靖章，友末忠徳，

堀江恵子 

 (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) 水戸市子ども読書活動推進計画基本方針（案）について（公開） 

(2) 水戸市図書館基本計画（第３次）について（公開） 

(3) 指定管理者の指定について（公開） 

(4) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数(公開した場合に限る。)  １人 

 

８ 会議資料の名称 

(1) 平成27年度第２回水戸市立図書館協議会 

 

９ 発言の内容 

 

開  会 

 

【議  長】 それでは，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，その他を含めて四つの議案がございます。まず，一番目の議案，水戸市子ど

も読書活動推進計画基本方針（案）について，事務局から内容の御説明をお願いいたし

ます。 

 

【事 務 局】 基本方針（案）につきましては，これから推進計画本体を策定するに当たり，その基

本となるものであり，三つの基本方針を掲げております。 

       まず，計画策定の趣旨でございます。 
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       インターネットや携帯電話等，様々なメディアの普及等により，私たちの生活環境は

大きく変化し，子どもたちの心身の発達にも影響を与えていると言われ，メディアの多

様化は読書の機会を減少させ，活字離れが進むと懸念されております。 

       一方，子どもたちが言葉を学び，感性を磨き，表現力を身につけることは，人生を豊

かに生きるための基礎となるものであることから，子どもたちが本との出合いを通して

生きる力と豊かな感性を育むことができるよう，本計画を策定し，子どもの読書活動を

推進するものです。 

       計画の位置付けにつきましては，図のとおりであり，国の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，本市第６次総合計画及び

図書館基本計画（第３次）との整合性を図りながら，本市における子どもの読書活動の

推進に関する具体的な施策について定めるものです。 

       次に，計画策定の基本姿勢についてです。目指す姿を，子どもの読書活動に対する理

解を深め，子どもが読書に親しむことのできる環境を充実させることにより，自発的な

読書をすることができる子どもを育てる，といたしました。 

       そして，読書の必要性についての理解の促進，読書に親しむことのできる環境の充実，

子どもたちの自発的な読書の支援の三つを基本方針として定めました。 

       次に，計画の構成及び期間です。本計画の対象となる子どもとは，０歳から18歳まで

を指すものとし，本市の現状，取組状況，重点化を図るべき項目等を踏まえ，目指す姿，

施策の基本的方向，目標指標，具体的施策等を定めてまいります。 

       本計画の期間は2017年度から2020年までの４年間といたしますが，社会情勢等の変化

を踏まえ，必要に応じ見直しを行ってまいります。 

       次に，計画策定の体制ですが，市民参加として，本協議会において市民各層から選出

された委員の皆様に御協議いただきながら，庁内組織として関係課長等で構成される策

定連絡会議等において，策定を進めてまいります。 

       最後に，策定スケジュールにつきましては別紙のとおりであり，平成28年度中の策定

及び公開を目指してまいります。 

 

【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，お願いしたいと思いま

すが，私からも一つ，質問いたします。計画期間が４年間となっておりますが，その根

拠は何でしょうか。市の総合計画との関係でしょうか。 

        

【事 務 局】 他の自治体の子ども読書活動推進計画の計画期間を見ますと，５年間を計画期間とす

ることが一般的ですが，本市では，このたび策定いたしました図書館基本計画（第３次）

の計画期間が平成35年度までとなっており，平成36年度に次期図書館基本計画が策定さ

れる予定であることから，子ども読書活動推進計画の第３次計画策定時に次期図書館基

本計画を反映させることができるよう，４年間とするものです。第３次計画策定以後は，

計画期間を５年間とする予定でおります。 

 

【委 員 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】 計画策定の趣旨についてですが，読書を通じて子どもたちが養う力はいろいろとあり

ますが，想像力が最も大事なのではないかと私は思います。今の子どもたちは，活字を

読んで想像する力というものが不足しているのではないかと思いますので，ぜひ，想像
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力という言葉も入れていただきたいと思います。 

 

【議  長】 ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 

 

【事 務 局】 策定趣旨の文言として，想像力という言葉は使用しておりませんが，表現力を身につ

けるためには，その基礎となる想像力が必要，不可欠ですので，表現を検討したいと思

います。 

 

【議  長】 よろしいでしょうか。その他，御意見等ございますか。 

       いずれにしましても，子どもたちの活字離れは確実に進行しており，学力の低下にも

直結しているのではないかと思います。そういった意味で，大変，重要な計画ですので，

市民の英知を結集して，実効性のある計画をしっかりと策定していただきたいと思いま

すし，我々，協議会にもその責務が課せられているのだと思いますので，十分に協議し

てまいりたいと思います。 

その他に御意見等ございますか。 

 

【委  員】 子どもの読書活動の推進に関しては，以前にもこの協議会で話が出ていたかと思いま

すが，この計画は今回，初めて策定するものなのでしょうか。 

 

【議  長】 子ども読書活動推進計画については，４，５年ほど前に策定を進めておりましたが，

東日本大震災による被災，その後の水戸市第６次総合計画及び図書館基本計画（第３次）

の策定などとの関係もあり，中断しておりました。今回，改めて策定を進めるものであ

りますが，逆に策定が遅れたことにより，自治体の策定事例などを参考に，より良い計

画を策定できるのではないかとも思います 

       その他いかがでしょうか。特にないようでしたら，この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，二番目の議案，水戸市図書館基本計画（第３次）

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】 これまで，本協議会においても皆様に活発な御協議をいただき，おかげさまをもちま

して策定が完了いたしました。この場をお借りいたしまして，御礼申し上げます。 

       協議の経過につきましては表に記載のとおりであり，昨年12月に皆様にお諮りして以

来，御協議をいただきまして，８月28日の庁議をもって策定が完了いたしました。 

       計画につきましては，現在，製本中でありますので，次回の協議会開催時に皆様にお

配りしたいと存じます。 

       ８ページから９ページには，委員の皆様から頂いた御意見を記載しておりますが，こ

れらの貴重な御意見は本計画の中に掲載させていただいております。 

       また，７月１日から７月30日の間に実施した意見公募において，市民の皆様から頂い

た合計33点の様々な御意見及びそれらに対する本市の考え方につきまして，10ページか

ら21ページに掲載しておりますので，御確認のほどよろしくお願いいたします。 
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なお，意見公募結果につきましては，10月８日から11月８日の間，本市ホームページ

及び図書館ホームページへの掲載，市民センター等の公共施設への資料設置等により公

表いたしました。 

       市民の皆様から頂いた貴重な御意見につきましては，これからの本市図書館運営に可

能な限り生かしてまいりたいと存じます。 

 

【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。 

 

【委  員】 ９ページ（７）に，高齢者や障害者等の社会的弱者に配慮した施策の立案とあります

が，水戸市には国際交流センターもあることですから，外国人向けサービスについても

触れてもよいのではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

 

【事 務 局】 計画本体におきましては，表現は違いますが，具体的施策の中に多文化サービスの推

進という項目を掲げており，その中できちんと対応してまいりたいと存じます。 

 

【委  員】 了解いたしました。 

 

【議  長】 今回の計画につきましては，既に確定しておりますので，新たに追加するということ

はできませんが，その他，御意見いかがでしょうか。 

 

【委  員】 参考までに他市の事例をお話しいたしますが，子育て世代の支援策として，子どもも

一緒に楽しむ図書館ということで，託児サービスを実施している図書館があるそうです。

子どもを見ていてもらえるため，その間ゆっくりと本を読むことなどができますし，さ

らには，図書館がお母さん方の情報交換の場にもなり得ます。月１回でもよいので，子

育て世代の支援策としてこのような取組を実施していただけたらと思います。 

 

【議  長】 大変，重要な御指摘だと思います。本日の指定管理者に係る議題において関係する部

分がありますので，後ほど事務局からもお話があると思います。 

       その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 公募意見の中に，有償ボランティアという記載がありますが，図書館においてはボラ

ンティアの本来の概念というものをしっかりと確認していただいて，本来のボランティ

アという気持ちで参加したいという方も多くおりますので，そういう方々こそ大切にし

ていただきたいと思います。 

 

【議  長】 事務局においても，図書館の運営に関して，その辺りの考え方をきちんと確認してお

いていただきたいと思います。 

 

【副委員長】 ボランティアというのは，公による運営であろうと指定管理者による運営であろうと，

市民のためのボランティアなのではないかと私は思います。 

 

【議  長】 その他いかがでしょうか。特に御意見がございませんようでしたら，この議題につき

まして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。続きまして，三番目の議案，指定管理者の指定についてお諮

りいたします。事務局から御説明をお願いいたします。 

 

【事 務 局】 前回の協議会において，中央図書館を除く地区館５館の指定管理者の公募について御

報告いたしましたが，その後，７月15日から９月15日の間，公募を実施した結果，２団

体から応募がありました。 

 そして，庁内において指定管理者候補者選定委員会を開催し，10月30日に株式会社図

書館流通センターを指定管理者候補者とすることを決定いたしました。 

今後，12月の市議会定例会において，指定管理者の指定と指定管理料に係る債務負担

の補正予算について議案が上程される予定です。議会において承認された後は基本協定

を締結し，その後，平成28年４月からの指定管理者による運営に向け，引継ぎ等しっか

りと準備を進めてまいります。 

       次に，主なサービス向上策について御説明いたします。これまで図書館が実施してき

たサービスに加え，指定管理者から新たに提案のあったサービスです。 

       一つ目は，電子図書館サービスです。インターネットを通じ電子書籍を利用できるサ

ービスであり，初年度に3,200タイトルを用意し，その後も年200タイトル程度を増やし

ていくとの提案です。本市図書館基本計画においても，電子書籍の収集及び貸出しの検

討を位置付けておりますので，有意義な提案であると考えます。なお，県内では筑西市，

潮来市，龍ヶ崎市で既に導入されており，これら３市に次ぐ導入となります。 

       二つ目は，先ほど，お話にも出ましたが，図書館利用者向け託児サービスの提供です。

図書館流通センターには保育を専門とする子会社があり，そちらが先ほどのお話に出ま

した図書館において託児サービスを実施しており，本市においても実施の提案があった

ものです。先進事例では生後６か月から未就学児を対象に実施しており，基本１時間お

預かりし，その間，普段なかなかゆっくりと本を読むことができない子育て中の親御さ

んがゆっくりと本を読んだり，親同士が情報交換をする時間となるなど，子育て世代に

好評なサービスです。県内では初めての試みであり，全国的にもあまり実施例がない新

たなサービスです。 

       三つ目はインターネット音楽図書館の導入です。本市図書館基本計画にも具体的施策

として検討を位置付けているものです。クラシックやジャズを中心に100万曲以上を聞

くことが可能なサービスです。県内では筑西市，龍ヶ崎市，潮来市，牛久市，土浦市に

おいて既に導入されております。 

       四つ目は，ＮＨＫ地域映像アーカイブシステムによる水戸映像資料の公開です。こち

らは，ＮＨＫと図書館流通センターが共同で開発したシステムで，過去の地域ニュース

などを図書館内のパソコンで視聴できる仕組みです。こちらを活用し，水戸に関する映

像資料や写真など，初年度には計100点程度を利用者に提供するものです。 

       五つ目は，図書整理期間の短縮等による開館日数の増です。指定管理者制度導入に当

たり，元旦を除く祝日の開館や，平日，土日，祝日を問わず夜８時までの開館を条件と

しておりましたが，それらに加え，現在，各館で年に一度，10日程度をかけ実施してい

る図書館資料の点検作業を外部委託することにより，図書整理期間を半分程度に短縮し，

開館日数を増やすという提案であります。 
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       最後に，サービス向上策ではありませんが，図書館流通センターが全国で指定管理者

制度を導入している図書館において，第一位のシェアを誇っており，数多くの管理運営

実績があることから，安定した運営確保が期待できるということであります。 

       説明は以上でございます。 

 

【議  長】 ありがとうございました。私から補足いたしますが，中央図書館については直営が維

持されますが，耐震化工事を行う予定であり，その間，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，内原図書館については，耐震化工事が完了し中央図書館が

現在の建物に戻った後に，指定管理者による運営が開始されるということになります。 

       御意見，御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

【委  員】 指定管理者候補者となった図書館流通センターに関しましては，全国で第一位のシェ

アを占めていることや，私も実際に視察等に行き現場を見て知っていることから，指定

管理者としてふさわしい会社であろうと思っておりますが，他に競合する会社はなかっ

たのでしょうか。 

 

【事 務 局】 指定管理者候補者の決定につきましては，入札という形ではなく，事業者を公募し，

提出を受けた事業計画書等について，庁内に設置する指定管理者候補者選定委員会にお

いて審査をし，必要に応じヒアリングを実施し，提案金額だけでなく総合的に評価して

点数をつける形で行われます。 

今回の公募においては，二団体から応募がありましたが，もう一団体につきましては，

（株）ブックエース，（株）茨城新聞社，（株）ヴィアックスの３社で構成される共同

事業体でした。 

 

【委  員】 分かりました。ありがとうございます。 

 

【議  長】 その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 先ほど，指定管理者制度導入によるサービス向上策について説明がありましたが，佐

賀県や愛知県内の図書館での問題がニュースでも大きく取り上げられており，その中で，

購入図書の選定に係る問題があったかと思います。この辺りについてはどうなのでしょ

うか。 

 

【事 務 局】 本市においては，指定管理者制度の導入は地区館のみを対象とし，中央図書館は直営

を維持することとしております。これは，様々な図書館業務のうち，直営でやるべき業

務は，今後も中央図書館が担っていくということでありまして，資料の収集については

市が責任をもって行うべき図書館業務の大きな柱でございます。収集資料の決定，購入

につきましては，指定管理者制度導入後も，直営である中央図書館が責任をもって行っ

ていくこととしておりまして，指定管理者には図書購入の予算も権限もございません。 

 

【委  員】 そうしますと，同じような問題は起きないですね。 

 

【事 務 局】 地区館を利用されている方の要望等に応える必要はありますので，購入する資料を決
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定する選書会議には，指定管理者が運営する各地区館からも参加していただきますが，

選書会議を開催するのは中央図書館であり，最終的に購入資料を決定し購入するのも今

までどおり中央図書館となります。 

 

【委  員】 分かりました。安心いたしました。 

 

【議  長】 私からも補足させていただきます。図書館への指定管理者制度導入につきましては，

本協議会において１年以上かけて議論してまいりました。その中で，民間事業者等への

丸投げだけは絶対にいけないということで，地区館のみへの部分導入とし，中央図書館

が地区館のコントロールタワーとして直営で行うべき図書館の基本政策等については

しっかりと担い，地区館の一般的な運営を指定管理者が担うという形が望ましいとする

意見を協議会として出した経緯がございます。 

       その他いかがでしょうか。 

 

【委  員】 ４の主なサービスの向上策中（４）に，ＮＨＫ地域映像アーカイブシステムについて

記載がありますが，これは，ＮＨＫと図書館流通センターとが共同開発したシステムと

いうことでしょうか。他でも行われているのでしょうか。 

 

【事 務 局】 そのとおりです。他の事例につきましては申し訳ありませんが確認しておりません。 

 

【委  員】 利用するに当たっては，有料なのでしょうか。 

 

【事 務 局】 このシステムは，図書館館内での利用となりますが，無料で御利用いただけます。 

 

【委  員】 利用できる資料データの一覧はあるのでしょうか。 

 

【事 務 局】 現段階ではございません。図書館流通センターが指定管理者として指定された後に，

協議を進めていく中で決定されていくものと考えております。 

 

【議  長】 その他いかがでしょうか。私からも一つ確認したいのですが，水戸市内に拠点を設け

ていることが選定条件の一つとなっていたかと思いますが，図書館流通センターは市内

に拠点を設けたのでしょうか。 

 

【事 務 局】 選定条件では，指定管理業務を開始するまでに設けることとしており，図書館流通セ

ンターの事業計画では，見和図書館を統括館とした上で，各地区館を事業所として登録

する提案になっております。 

 

【議  長】 分かりました。それから，先ほどお話のあったＮＨＫ地域映像アーカイブシステムの

資料データメニューについては，次回の協議会において，ある程度の御報告はいただけ

ますか。 

 

【事 務 局】 了解いたしました。 
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【議  長】 その他いかがでしょうか。特にございませんようでしたら，指定管理者の指定に関す

る議案について，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。以上で本日の審議は終了となりますが，時間がまだございま

すので事務局から何かございますか。せっかくですから，各館からも御報告等お願いで

きますか。 

 

【事 務 局】 （図書館への絵本の寄贈について報告。各館の行事等について報告。） 

 

【議  長】 ありがとうございました。副委員長さんに締めの挨拶をお願いいたします。 

 

【副委員長】 本日の協議は以上で終了となりますが，貴重な御意見をありがとうございました。委

員の皆様の御意見を今後の図書館運営に生かしていただきたいと思います。本日はあり

がとうございました。 

 

【議  長】 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，活発な御協議をいただきまして，誠にありがとうございまし

た。本日頂きました御意見につきましては，今後の図書館運営に生かしてまいりたいと

存じます。 

以上をもちまして，平成27年度第２回水戸市立図書館協議会を終了させていただきま

す。ありがとうございました。 

        

  閉  会 


