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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28年３月28日(月) 午前10時から午前11時50分まで 

 

３ 開催場所  水戸市立中央図書館 ３階視聴覚室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

小網 昇，加倉井喜正，永盛久貴，伊藤晶子，生田則子，太田元子，田山和子， 

佐々木靖章，堀口悟，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，根岸廣通，笹川直樹，矢吹幸弘，金谷精司 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 平成28年度図書館運営方針及び重点課題（案）について（公開） 

(2) 平成28年度予算の主な事業について（公開） 

(3) 平成28年度行図書館運営日程について（公開） 

(4) 水戸市子ども読書活動推進計画（案）について（公開） 

(5) その他 （公開） 

ア 学校図書館支援事業について 

イ 中央図書館休館中（H28年4月～H30年3月）の各種サービスの変更について 

ウ 平成28年度指定管理者事業計画について 

 

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３回水戸市立図書館協議会 

 

９ 発言の内容 

  

開  会 

 

【議  長】 では，議事進行の役に当たらせていただきます。まず第１号議案，平成 28

年度図書館運営方針及び重点課題（案）につきまして，お諮り願いたいと思

います。事務局の方から内容について，御説明をお願いいたします。 
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【事 務 局】 はい，それでは１ページ目になります。平成 28年度図書館運営方針及び重

点課題（案）について御説明をいたします。 

まず運営方針でありますが，今年度策定をいたしました図書館基本計画第

３次に基づき，図書や資料の収集を始め，学校図書館と連携し，子どもが読

書に親しむ環境づくりを進めるなど，市民の自主的な学習活動の支援に努め

てまいります。また，施設の安全性を確保するため，中央図書館の耐震化の

工事を進めます。 

次に重点課題であります。アといたしまして，図書館資料，レファレンス

サービスの充実であります。行政資料を始めとする図書館資料の充実を図る

とともに，レファレンスサービスに関する研修を行い，職員のスキルアップ

を図っていきます。イの図書館資料（新聞紙面）の電子化については，年次

計画で進めており，来年度，読売新聞茨城県版の昭和 36年度分を電子化して

まいります。次にウでございますが，学校図書館支援事業の推進について，

来年度より，小学校 33校を支援員５人で各学校を巡回し，学校図書館の蔵書

の整理を始め，データベース化の準備作業を行っていく予定でございます。

次にエの子どもの読書活動の推進につきましては，親子で絵本に親しんでも

らうよう，親子で絵本の事業や読み聞かせ講座を実施してまいります。オの

地域の特性を生かした図書館づくりの推進でございますが，市内６つの図書

館がサービス区域を分担いたしまして，それぞれの地域の実情に即したサー

ビスの展開を目指してまいります。カといたしまして，市民との協働による

図書館活動の推進では，図書館ボランティアの確保と各種の行事や活動への

支援を推進し，市民との協働による図書館づくりを進めてまいります。キと

いたしまして，中央図書館の耐震化事業の推進でございます。今年度行いま

した実施設計を元に，耐震，空調，給排水，消防，エレベーターの改修工事

を，来年度，再来年度の２か年の継続事業で実施してまいります。クの子ど

もの読書活動推進計画の策定でありますが，こちらは平成 28 年度中の策定を

目指して作業を現在進めてございます。運営方針については，以上でござい

ます。 

 

【議  長】 ただ今御説明いただきました１号議案，平成 28年度図書館運営方針及び重

点課題（案）につきまして，御意見，御質問をお出しいただけますか。 

 

【委  員】 はい，今の重点課題の中で，オの各地域の特性を生かした図書館づくりの

推進では，それぞれの図書館で地域のエリアを分担し，指導，活性化を図る

というお話でしたが，現在の各地区の市民センターに図書室というのがあり

ます。これを管轄するという意味ですか。 

 

【事 務 局】 市民センターのサービスにつきましても，図書館で本を配本いたしまして，

平均すると 2,000 冊前後になると思いますが，現在，貸出しを行っていると

ころでございます。ただ６館の図書館に隣接する市民センターにつきまして
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は，二重行政という観点から図書を引き揚げまして，予約の申込みなど，付

随したサービスを行っています。６館に隣接した図書館の市民センターは，

年間最低１回，地域の要望に基づいて資料を入替えし，本の貸出しを行って

おります。そのサービスも，当然その地域の特性を生かして，図書館の中に

位置付けておりますが，図書館の利用が高まるにつれ，市民センターの利用

が少し低調な傾向にあり，計画の中にも活性化について様々な対応を図って

いこうと記載をしたところであります。 

 

【委  員】 はい，分かりました。 

 

【議  長】 それ以外に何かありますか。 

 

【委  員】 このイの図書館資料の新聞紙面の電子化ですが，読売新聞の茨城県版。読

売新聞になった経緯というのはありますか。 

 

【事 務 局】 読売新聞を原版で保存しておりますが，30 年代は紙が傷んでおり，開いて

見るのが非常に難しい状況になっているため，電子化して利用が図れるよう

にということで，読売新聞の電子化が始められました。 

 

【委  員】 他のものは，まだ原版の状態で見られるということですね。電子化されて

いない元の状態で。 

 

【事 務 局】 原版は，見られる状況ですが，非常に痛んでおり，年代によって見られな

いものもあります。 

 

【委  員】 分かりました。 

 

【事 務 局】 年間の予算が 10万円なので，順次やってまいります。 

 

【議  長】 それ以外いかがですか。 

 

【委  員】 中央図書館には，映写機等の機器がありますが，何台あるとか，利用状況

を入れてほしいのですが，いかがでしょうか。 

 

【事 務 局】 はい，それは可能でございます。年間の使用状況とかを会議の中で皆様に

お知らせするようにしますか。 

 

【委  員】 どのぐらいあるかということを，まず，知りたいです。16 ミリ映写機が動

くのかどうかとか。それとも廃棄したのかどうか。 
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【事 務 局】 図書館要覧の方には，そういったことが載っています。26 年度の状況でご

ざいますが，16 ミリの機材・教材は，年間では８件，利用点数では 31点とい

う統計になっております。 

 

【委  員】 電子図書館に対応した機器とか，データベースがあっても，それを見られ

ないと駄目ですから。デジタル化して，アーカイブを見ると，原資料はまだ

載せてませんとか。有名なのは秋田県立図書館ですが，あのシステムは実際

は動いてないんです。唯一フォローしているのは，函館市立図書館。ここは，

蓄積もあります。電子図書館といっても，データをどうやって利用していく

のか，あの古いプレーヤーはもちろん必要ですから。見和のレーザープレイ

ヤーはどう使うか。いずれにしても，将来的には需要が増えていく分野なの

で，体制の整理が必要になるのではないかと思います。 

 

【議  長】 ウの学校図書館支援事業。５人のスタッフを配置するということで，非常

に力を入れていただいておりますが，これは指定管理者制度を地区館で利用

して，動きやすい体制ができて，大変有り難いことだと思います。その時，

学校側の受入態勢や学校の図書司書がきちんと配置されてないということで

すが，将来的には，そこで配置された人たちとどう連携するのか。せっかく

良い支援をしても，学校側が受入態勢を取らないと，効果が十分に子どもた

ちに通じないですね。その辺りをどういうふうにお考えですか。 

 

【事 務 局】 学校により，現状はバラバラな状況です。今年４月から始めるに当たり，

５人のスタッフと１人の担当者が付き，状況を把握することを考えておりま

す。それで，学校のレベルをとりあえず，同じくらいに引き上げるのが，最

初の目的だと思います。そこでデータベース化をして，その後，学校の方に

どういう支援が適しているのか，ボランティアの方がいる学校と，いない学

校がございますので，学校ごとの計画を対応できればということで，４月か

ら各学校を調査し，計画を作っていこうと今現在考えているところです。  

 

【議  長】 その調査は，学校に直接行って，ヒアリングをして，となるわけですね。 

 

【事 務 局】 あとは，アンケートを考えております。 

 

【議  長】 先ほど申し上げたとおり，学校側との連携が一番重要になるかと思います。

よろしくどうぞお願いします。 

 

【議  長】 その他，ございませんでしたら，１号議案について御承認いただけるでし

ょうか。では，２号議案に移らせていただきます。平成 28年度予算の主な事

業についてお諮りをさせていただきます。内容の説明を事務局の方からして

いただきます。 
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【事 務 局】 それでは，資料の２ページをお開きください。平成 28 年度予算の主な事業

ですが，初めに，アの平成 28年度予算（案）についてですが，可決されまし

たので，案はお取りください。この金額でございます。運営管理関係経費は

職員給与の関係経費，それから図書館の管理運営維持関係経費，合計の金額

であります。こちらが４億 441 万６千円，資料費が 5,563 万７千円，施設設

備費が２億 870万円，合計６億 6,875万３千円，というのが平成 28年度図書

館予算です。こちらを昨年と比較しますと，合計で１億 6,289 万６千円増と

なります。この内訳ですが，まず運営管理関係経費。こちらは，2,552万８千

円の減となります。この主な原因は，職員給与の関係経費です。正職員が 15

名減ることで，約１億２千万円減でございます。また運営関係経費の方は指

定管理料の新規計上があり，約 9,600 万円の増となります。こちらを差し引

きし，最終的に 2,552 万８千円の減となります。また２番の資料費について

は，36 万３千円の減となりますが，実際にはこの 36 万３千円という予算は，

見和図書館にありますデータベース関係の予算であり，こちらは指定管理者

の予算の中で継続されますので，資料費の減はございません。昨年度同様の

金額となっております。また施設整備費については１億 8,800 万円の増，こ

ちらは２か年間継続費で，耐震補強事業，設備改修事業のうち，平成 28年度

に，約２億１千万円ほどかかりますので，こちらにその分を増加させており

ます。 

続いて，イの図書館の資料電子化事業は，予算額が 10万円。来年度は，読

売新聞茨城県版の昭和 36 年１月から 12 月分の電子化を実施していきます。

こちらの電子化に関しては，平成 20 年から始まっており，水戸市立図書館で

所有している，過去の本市に係る著作物等を電子化して，ホームページで市

民の皆様に公開しております。 

ウの親子で絵本事業については，水戸市保健センターの７か月児の健康相

談の際に，図書館の職員と図書館のボランティアさんが一緒になって保健セ

ンターに向かい，絵本の読み聞かせを実際にやり，また，その中から気に入

ったものをプレゼントする事業を行っております。こちらは，年に 30回実施

しており，27 年度実績は３月 14 日現在 29 回の実施をし，2,210 人の方に本

をプレゼントしています。来年度の事業日程については，表のとおりです。

続いて３ページ目，親子で絵本時に配るセット内容については，記載のとお

りです。内容については，４冊のうちから好きなものを１冊選んでプレゼン

トしていますが，やはり，保護者の方のニーズも変わってきております。来

年度，４冊全てここに掲げているものではなく，一部見直しをして，もっと

需要があるものを，求められている絵本を選んでいきたいと考えております。 

エの中央図書館・博物館耐震化事業ですが，こちらについては，予算額が

約２億 1,000 万円となっています。実際には，継続費２か年になり，総額は

４億 1,700万円程度です。この中央図書館については，平成 25年度に耐震診

断調査を行い，その結果，耐震補強が必要であることが判明し，それに付随
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し，耐震補強工事をするため休館が必要になりますので，老朽化した空調設

備やエレベーター，給排水，衛生設備，消防設備，さらには屋上の防水工事

等を予定しております。平成 28 年の９月頃から約１年間の工期で予定してお

ります。それまでの間に，蔵書若しくは博物館にある収集物を外に運び出す

必要があり，そういう期間を考慮し，実際に工事に入る期間が秋口からとな

ります。ここから約１年間を工事にかけ，また同じように約半年間あります

が，この中で荷物の戻し入れ，さらには管内のリニューアル，整備を行って

まいりたいと思います。 

続きまして，オの学校図書館支援事業でございます。こちらについては，

予算として 1,563 万円を計上しており，この内訳は，学校図書館支援員とし

て各学校を巡回・指導をする嘱託員５名の給与等が主なものでございます。

学校図書館支援事業の詳しい説明については，その他の中でいたしますので，

こちらでは省略させていただきます。 

続いて，カの指定管理者制度の導入でございます。今年，４月から中央図

書館を除く５館，来年度からは，内原図書館を除く４館に導入がされますが，

１億 9,790 万円というものが指定管理料でございます。こちらもその他で詳

しく説明をいたしますので，詳細な説明は省略いたします。説明は以上です。 

 

【議  長】 ただ今，御説明いただきました平成 28年度来年度予算の主な事業につきま

して，御質問，御意見がありましたら，お出しいただけますか。 

 

【委  員】 図書館ボランティアという言葉を使われているのですが，そのボランティ

アさんは，図書館に所属しているのですか。 

 

【事 務 局】 先ほど申し上げた親子で絵本事業等のボランティアは，図書館にボランテ

ィアとして来ていただいています。 

 

【委  員】 いや，支援事業の時の各学校に巡回する。 

 

【事 務 局】 巡回の支援員は，うちの嘱託員です。 

 

【委  員】 ここには，学校図書館ボランティアは入ってないのですか。 

 

【事 務 局】 図書館で，５名の嘱託員を確保し，その５名で 33 校を巡回します。各学校

にボランティアさんがいる学校といない学校があります。 

 

【委  員】 図書館でのボランティアとは，別にしているのですね。 

 

【事 務 局】 学校支援員と学校のボランティアは別です。 
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【委  員】 分かりました。 

 

【議  長】 それ以外にいかがでしょうか。エまでの案件でありませんか。御承認いた

だけますでしょうか。ありがとうございます。では３号議案に移らせていた

だきます。平成 28年度図書館運営日程について，お諮りをさせていただきま

す。事務局から，内容の説明をさせていただきます。 

 

【事 務 局】 平成 28年度図書館運営日程の御説明をさせていただきます。資料の４ペー

ジ，５ページを御覧ください。図書館の休館日については，週休，第一・第

二の図書整理日，年末年始期間については，27 年度と変わりございません。

国民の祝日については，28 年度より元旦を除いて全館開館をするものでござ

います。27年と比べまして５館合計で27日，平均で105日の開館となります。

図書整理期間ですが，指定管理者が管理運営を行う４図書館については蔵書

点検作業を外部委託にて行います。結果，西部，見和，常澄の３図書館につ

いては，合計で 27 年度と比べ，13 日の開館増となります。ただし東部図書館

については，児童室カーペット張替えの作業を別途予定するため，長めの日

程になっております。内原図書館については，27年度と変わりございません。

開館日数ですが，合計で 1,474 日となり，27 年度のこの５館の合計と比べま

すと 39日の開館増となります。説明は以上であります。 

 

【議  長】 ありがとうございます。今御説明いただいたように，指定管理者制度を導

入することにより，全体で開館日数が増えます。ただ今御説明いただいた図

書館運営日程につきまして，御意見をお出しいただけますか。特にないよう

ですので，御承認いただけますか。ありがとうございます。では，４号議案

に移らせていただきます。水戸市子ども読書活動推進計画（案）について，

お諮りさせていただきます。内容の御説明を事務局より説明させていただき

ます。 

 

【事 務 局】 （４）水戸市子ども読書活動推進計画（案）について御説明いたします。

資料は６ページになります。前回お示ししました３つの基本方針に基づき，

基本施策として，３つないし４つの施策をお示ししています。（１）読書の必

要性についての理解の促進については，基本施策のとおりでございます。２

つ目，読書活動の勧めとしては，子どもの育成に係る全ての大人を対象にし

た，子どもの読書に関する講演会を考えております。次の子どもの読書につ

いての理解の促進では，子どもの読書活動について，広く理解していただけ

るようなパンフレットの配布をし，周知を図っていきたいと思います。３つ

目の子どもの本の知識の普及では，子どもに勧める本の選び方や絵本につい

ての講座の開催を行ってまいりたいと思います。 

基本方針２の読書に親しむことのできる環境の充実については，４つござ

います。家庭の読書環境の充実，幼稚園・保育所等の読書環境の充実，学校
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の読書環境の充実，図書館の読書環境の充実です。家庭の読書環境について

は，親子で絵本事業の継続とともに，家庭内で本を通したコミュニケーショ

ンを持てるような事業を図ってまいります。学校の読書環境の充実では，団

体貸出しや図書館見学などを行ってまいります。 

 

【議  長】 ありがとうございました。ただ今御説明をいただきました，水戸市こども

読書活動推進計画（案）について，御質問，御意見がありましたら，お出し

いただけますか。 

 

【委  員】 昔聞いたマクドナルドの社長の話ですが，マクドナルドの味を，小学校を

卒業するくらいまでに覚えさせると，あとでマクドナルドを購入して食べる

ようになると。そういう長期的な戦略を読書活動にも敷えんしますと，小学

生ぐらいまでに読書の楽しさを十分味わわせると，中学，高校，受験その他

で離れる時期があっても，その時期が過ぎれば，読書の楽しさを思い出して，

そして本を読むようになると。学校図書館の支援事業の推進や親子で絵本事

業推進や子どもの読書活動の推進計画策定とかで，子どもの読書活動への推

進を鮮明に打ち出していて，非常に心強く感じている次第であります。 

それから，子どもにとっては，学び方の基礎を学ぶ場所でもあります。学

び方の基礎を学ぶところが，図書館だろうと思うのです。調べ学習をやりま

すと，自分で調べて一生懸命調べてきたけれど，書いてきたものが読めない，

意味が分からないということもある。これは成長段階にあった資料ではない

ものを写してきただけなんです。11 ページのところに児童向けオンライン百

科事典サービスの導入というのが書かれていますけれども，どういうものな

のか，どの程度のものが入ってくるのか，期待する部分と不安な部分と両方

あるので，そういうところも詳しく説明していただければ大変有り難いなと

思います。 

 

【委  員】 推進計画が，良いのができるのを願っています。説明のあった読書に親し

むことのできる環境の充実については，幼稚園や保育所も，小学校がだいぶ

差があるのと同様に，千差万別なのかと思いますが，お分かりであればお示

しください。それから子育て等というところは，どのような対象施設をお考

えなのか。例えば，わんパークですね。先日，訪れたふれあいの館という子

どもたちが，自由にふれあえる市民施設がありますが，図書室も６畳ぐらい

の小さな部屋があります。お聞きしますと寄付の本がほとんどで，だいぶ古

いものも見受けられました。小さい子のお母さんが読み聞かせしているとい

う状況もあったので，子育て施設のようなところと図書館と連携して本の中

身も随時更新できる，そういうことが位置付けられていればいいと思ってい

ますが，この計画の具体化に当たって，進むようなことがあるのかどうかを

お聞かせいただければと思います。 
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【事 務 局】 幼稚園とかの現状について，こちらでは，現段階では現状を把握していま

せん。今後計画を進めるに当たり，関係課との調整をしていきますので，各

課からの意見を吸い上げ，この計画に反映できれば，実施の方向に向かって

いけるかなというふうに現在のところは考えております。 

 

【委  員】 子育て施設はどうですか。 

 

【事 務 局】 はい，わんパークもそうですし，今言われました館もカバーできていけれ

ば。担当が市役所にありますので，そちらの係とも打合せをしながら，運用

していきたいと考えております。 

 

【委  員】 そういう施設とも連携を取っていくお考えはお有りですね。 

 

【事 務 局】 そうです。 

 

【委  員】 ぜひ具体化してもらいたいと思います。例えば，市民センターの活性化の

お話がありましたが，小さい子を連れてきたお母さんが，本を見せながら過

ごしたり，自分は買い物してくるとかいうことがあるでしょうし，あとは，

子育ても小さい時と小学校の時では，悩みもそれぞれ違いますし，情報は氾

濫しているとは言いますけども，何か困ったとき頼れる環境があったり，      

ぜひそういうイメージをしながら進めてもらえればと思います。                      

 

【委  員】 昔，ふれあいの館の幼児教室の講師をしていたことがありますが，月２回

くらいだったでしょうか，ひよこちゃん組とかいちごさん組とかお母さんと

子どもが一緒に集まって，10人から 20人くらいのグループで，何曜日と何曜

日と，けっこう集まるんです。そういう方たちがいっぱい集まっている日に，

図書館で何か催し物があった場合は，そういう子どもたちで遠足に行くよう

なことがあってもいいと思います。実は，私たちが読み聞かせしている時に，

見和図書館と西部図書館に２回来てくれたことがあるのですけども，たまた

ま，私たちの話を聞いたときに面白いということで，子どもをみんなお散歩

に連れて，聞きに来てくださったことがあったんです。西部図書館もそうで

した。晴れた日には，お弁当を持って図書館に行き，お話を聞いたら，途中

で公園か何かでお昼を食べて帰ると，そのような催し物を保育園や幼稚園に

働きかけて，こういうお話し会がありますよとお知らせしてあげるといいの

かなと思います。行く所に困っている保育園などがあると思います。そうす

ると，楽しいだろうと思います。何回か来て，その度に，すごい大人数で，

にぎやかな感じで，楽しいなあと私個人的に思っていました。図書館の方か

ら，こういう催しがあるので遠足にどうぞとか，雨の日にやることがないの

なら，図書館でお話し会をやりますよとか，そういう前向きな話もあると思

いました。 
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【議  長】 せっかくのイベントがあるのなら，情報発信をして，そういうことを希望

している方々とうまくつながるといいですね。      

 

【委  員】 関連していますが，指定管理者制度になり，市民の方々も期待する部分は

大きいと思います。一方，今までどおりのサービスを受けられるのかなあと

心配になる部分もあるので，市の広報活動ですね，ＰＲ戦略みたいなものを

考えているなら，お聞きしたいと思います。 

 

【事 務 局】 はい，来年度，市の広報の方で枠を頂くことができ，４月 15日号から，２

か月ごとに 15 日号で枠を頂くことができました。「ようこそ！図書館へ」と

いう記事で。１回目の４月 15日号については，開館時間や開館日が増えたと

いったお知らせが中心となりますが，６月 15 日号からは，内原図書館を皮切

りに指定管理者の館，１館１館をＰＲしていくスペースとなります。 

 

【委  員】 それは市民にとっても，情報源としては有り難いと思います。定期的に載

っているのはうれしいことだと思います。 

 

【委  員】 環境の充実ということで，例えば基本政策の２，３，４は，何となく想像

できるのですが，１番目の家庭の読書環境の充実，具体的に家庭の読書環境

の充実とはどういうことか，お考えがあれば，お聞かせ願いたいと思います。 

 

【事 務 局】 今は，親子で絵本事業で，絵本を親御さんに配りますが，家族で本を読み

合う「家読」という活動があります。本を家族で読み合い，その感想を伝え

合うことで，本を通したコミュニケーションを行うことです。 

 

【委  員】 何となく，ささやかな想像はできます。 

 

【議  長】 その他にございますか。 

 

【委  員】 今，小さいお子さんが夜型になって睡眠のサイクルが変わってきており，

お母さん方が寝付かせるのに大変だそうです。それを読むと，すいすいと寝

るような本があるようですが，小児科の先生にそういうお話を聞くというの

も子育ての支援になってくるかと思います。小児科の先生やいろいろな方た

ちのお話を入れて参考にしてもよいと思います。 

 

【議  長】 大変有り難い御意見，御指摘だと思います。 

 

【事 務 局】 小児科の先生から意見を聞くというのは，なかなか難しいかと思いますが，

保健センターなどと連携していければと思います。 
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【議  長】 例えば，図書館のスタッフが先生のところにお伺いして，そういう子ども

の心理やどういうふうに対応したらいいかを聞いて，それを図書館で広める

といった手もあるのではないかと思います。 

 

【委  員】 子どもがよく試験前に勉強するのに，県立図書館の席が取れないとスター

バックスに行って勉強する状況のようです。これって，どうなのでしょう。

駅前のハンバーグ屋の前にちょっと席があり，そこに若い子が勉強している

のを見かけますが，ああいう子が図書館に流れてくると，またちょっと違っ

てくるのかなと思います。 

 

【議  長】 事務局から何かありますか。 

 

【事 務 局】 県立図書館の施設とここの施設の違いが，高校生には大きいのかなあと思

います。２階に読書室というスペースがございます。約 80 数席ございまして，

土日はかなり利用率が高く，平日は半分あればいいのかなという感じです。

テストの前になると，子どもたちが押し寄せて，ほぼ９割方の稼働率です。

県立図書館の視聴覚スペースが学習室になっておりまして，非常に環境が良

い。水戸はどちらかというと，隣の席とかなり近い所に座ることになります

から，その辺の環境の違いがあるかと思います。 

 

【議  長】 特にございませんようでしたら，御承認いただけますでしょうか。それか

ら，７ページのチャートは大変良い試みだと思います。というのは，活動と

所属のつながりや流れが理解しやすいと思います。これを更に活動の中身の

施策の方に，厚みが将来的に加わっていくだろうと思います。流れというも

のを，明確に分かるような工夫を将来的にしてほしいと思います。 

 

【議  長】 次の議題に移らせてもらいます。その他，１項目をお諮りしていきます。

まず，その他のアの項目，学校図書館支援事業についてお諮りをします。中

身について，御説明お願いします。 

 

【事 務 局】 資料８ページをお開きください。図書館では，平成 28 年度から指定管理者

を導入されることに伴い，子どもたちが主体的な読書習慣を身につけ，本と

の出合いを通して豊かな心の成長をできるよう，学校図書館充実に向けた支

援をしていこうと思います。昨年の８月に，学校図書館の現場を見学してま

いりました。図書館に関わる人が不足しているなど，様々な課題を先生方か

ら伺うことができました。それらを踏まえて，２の事業内容として，学校図

書館のデータベース化による，蔵書管理システムの構築を図る必要があると

いうことを柱に政策を行っております。学校図書館は，様々な教材の宝庫で

あり，コンピューターによる貸出し又は検索を管理することで，子どもたち
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や先生たちが必要とする資料や情報にアクセスしやすい環境を作ることが可

能になります。また，書架の分類や開架など学校図書館内の環境整備，購入

図書等の学校図書館への運営アドバイス，図書館の活性化に向けた各種情報

の提供なども，併せて行ってまいります。 

資料の９ページを御覧ください。４の今後のスケジュールですが，平成 28

年度から担当者を５名配置して，小学校の図書館支援を開始してまいります。

作業メニューはコンピューターへ登録する図書，あるいは廃棄するべき図書

の選別を行い，データベース化に向けた準備を進めてまいります。また，総

合教育研究所や各学校から意見を頂戴して，学校図書館のシステムの検討と

構築を進めてまいります。２年目の平成 29年度には，担当司書３名を要求し，

配置して，中学校での学校支援を小学校と並行して開始する予定でございま

す。データベース化の準備作業と図書データ入力作業を継続して行ってまい

ります。事業期間としては，３年から５年をめどに整備を進め，各学校図書

館でのコンピューターによる貸出しや検索などの業務を開始する予定でござ

います。今後，公共図書館の立場から使いやすい，役に立つ学校図書館，そ

して利用活性化につながる支援を行っていきたいと考えております。以上で

す。 

 

【議  長】 ありがとうございました。ただ今御説明した学校図書館支援事業について，

御質問，御意見がございましたら，お出しいただけます。 

 

【委  員】 学校図書館法改正に合わせて，そういう点は評価したいと思います。シス

テムとしては，中央図書館とリンクしますか。そうではないですか。 

 

【事 務 局】 基本計画の方にも書かれていますが，１つの検討ということで，確定では

ございませんが，今後，学校と図書館と連携の中で，そういう要望が強く出

てくれば可能だと思います。 

 

【委  員】 立ち上げたからには，どういうシステムの中に組み込むかで違ってくるの

で，図書館とリンクするだけでもかなり変わると思います。相互の貸し借り

とか，特に郷土資料や基本資料は，すごく役に立つと思います。期待してい

ます。 

 

【委  員】 ２点ほど質問してまいりますが，まず１点目は，学校ボランティアです。

各学校に何人くらいいらっしゃるのか教えてください。もう１点は，これは

結城市の図書館でやっていますが，読書通帳を作り，小学生全員に配り，貯

金する通帳のように，日にちや本の名が書かれたものがあるそうですが，そ

れができてからは，前よりも 2.6 倍くらい借りる人が増えたということで，

中学生にも広げるようです。参考にすることは良いことと思います。お考え

があればお聞かせ願います。 
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【議  長】 はい。２つ質問を頂いたので，よろしくお願いします。 

 

【事 務 局】 １つ目の学校ボランティアの人数につきましては，文科省が調査した調査

資料があったかと思いますが，後ほど，数字を出してまいりたいと思います。 

 

【委  員】 よろしくお願いいたします。 

 

【事 務 局】 それともう１つ，読書通帳でございますが，図書館基本計画の中にもＩＣ

を活用した図書館サービスの推進の中で，読書通帳を使用し，子どもたちの

読書のきっかけ，あるいは意欲を高めるという意味合いで，そういうものを

導入していこうと。ただ少し業者の話を聞きますと，システム導入でかなり

の高額なお金がかかるということで，当面は，通帳を小学生全員に配って，

図書館に貸出しの時に，通帳に借りた本の名前と期限日を印字し，１年間に

これだけ読んだよということで，子どもたちの読書意欲が高まっていくと思

います。できるものから始めていきたいと考えております。 

 

【議  長】 ありがとうございました。学校ボランティアは，担当者が巡回して，学校

をお回りになるのですから，その段階できちんと把握はできるのだと思いま

す。これはまとまった段階で，御報告をお願いします。 

 

【委  員】 ５人の方を配置されるということですが，今まで水戸市にいらっしゃった

嘱託の方ですか。それとも新しく採用されるのでしょうか。どんな動き方を

されるのか。ここにいくつか書かれていますが，蔵書の管理システムの構築

も含めて，事務採用的なイメージが強い。例えば学校に行って，子どもたち

に実際に読み聞かせするということは，まだ具体的ではないのですか。その

辺りをお聞かせください。この管理システムを構築するのは，どういうメリ

ットがあるのか。例えば，子どもたちが探しやすくなるとか，あるいは，こ

れ古いから廃棄するとか，どのレベルで廃棄するのかとかいうのもあるかと

思うのですが，廃棄するのがたくさん出た場合，新しい本を補給しなければ，

ただ減って終わりということでは意味のないことです。例えば各学校で，こ

の本をみんなが共有して予算を付けて，どの学校にも入れていこうよと，そ

うなればいいと思います。このシステムを入れる意味合いをもう少し教えて

ください。 

 

【議  長】 はい。では事務局から。 

 

【事 務 局】 最初の支援員になる方は，現在，図書館で働いている嘱託がいます。来年

度の支援の内容ですが，まず，学校に１月の段階で回った時に，ちゃんと整

理のされた図書館らしい図書室と，ただ本が積んであるだけの図書室と学校
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によっていろいろでした。当初６人を予定していましたが，６人ですと 33校

で，週に１回ずつ回れましたが，５人になりましたので，１人が１校を回り，

ずっと整備して回るのか，それとも５人がどこか１か所に集中して，選書，

廃棄をした方がいいのかというのを，決めるのが難しい時期でございます。

５人で，学校の図書室の維持について，共通理解をしながら，まずデータベ

ース化を始めてまいります。学校の先生を交えながらの読み聞かせですが，

学校の支援の内容として，初年度はそこまでは手が回らない状況だと思いま

す。データベース化の機種ですが，どういったものが良いのか，学校だけで

探せればよいのか，学校間でつながった方がよいのか，図書室と水戸市の図

書館がつながるのか。つなげ方によって，予算も変わっていきますし，学校

の要望もあると思います。その辺りも把握しながら，今の時点では１年ぐら

いかけて，どういったシステムを学校側が望み，入れられるものなのかを，

対話をしながら決めていきたいと思います。１か月ぐらい過ぎれば，ある程

度方向性は出したいと，そのように考えておりますので，次回の協議会では，

ある程度方向性は出せるかと思います。 

 

【議  長】 よろしいですか。 

 

【委  員】 実は議会にも，各学校で専任の者を１名置いてほしいと陳情が出て，審議

もしているところです。それが望ましい形ではあるけれども，始まることは

非常に良いことなので，学校とより深い関係ができて，子どもたちに反映さ

れるような動きになっていけばいいなあと思います。期待しています。 

 

【議  長】 ありがとうございました。その他，アの案件につきまして，御質問はござ

いませんか。 

 

【委  員】 ２番目の読書手帳ですが，６年生を担任した頃の思い出ですが，聖徳太子

の勉強をしていた頃に，聖徳太子が冠位十二階を制定したのをもじりまして

読書冠位十二階というのを作りました。一階を 10冊の本を読むごとに１階上

がり，十二階で 120 冊読めば１番上に行けると。ここまで来たら，何か御褒

美をあげるよということで，やったことがありました。120冊ですから，相当

かかるだろうと思っていましたが，予想をはるかに覆して，あっという間に

120冊読んじゃうんですね。子どもはすごいなと。前の 11 月の協議会の時も，

中には個人情報だとか，個人の自由だとかいう意見も市民の中から出ていた

ようですが，自分で読んだものを記録しておくということは，非常に大事で

はと思います。だから良いと思います。私自身も読んだ本は全部書き出して，

一言感想を入れて，もうこれずっと続けていますが，やっぱり子どもたちに

とっても成長の過程を振り返るのは，非常に大事なことだと思うので，どん

な形でも，問題のないような形で，ぜひ活動にしていただければ有り難いと

思います。以上です。 
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【議  長】 要望という形でよいですか。 

 

【委  員】 はい。 

 

【議  長】 その他，いかがですか。特になければ，アの案件につきましては，御承認

いただけますか。では，イに移らせていただきます。先ほどから御説明があ

りました，中央図書館は休館をいたします。この間の各種サービスの変更が

あるようですので，その内容についてお諮りをさせていただきます。説明を

お願いします。 

 

【事 務 局】 中央図書館休館中の各種サービスの変更について御説明いたします。休館

する期間は，平成 28 年４月１日から平成 30年３月 31日までです。それに伴

い，中央図書館の業務の一部を内原図書館に移転いたします。移転業務につ

いては，主に団体貸出しで，資料の移転終了後に，内原図書館で行います。

その他としては，視聴覚ライブラリー機材，教材の一部貸出しを行います。

また，郵送貸出し，有料オンラインデータベースの提供，郷土行政資料に関

するレファレンスサービスも行います。団体貸出しは，団体貸出用図書の約

25,000 冊を内原図書館に移転いたします。郷土資料の一部として中央図書館

の郷土資料室にある約 5,000 冊を内原図書館に移転いたしまして，郷土資料

に関するレファレンスサービスを行ってまいります。また新たに始まるサー

ビスとして，国会図書館資料の閲覧サービスを見和図書館，常澄図書館，内

原図書館にて新たに開始する予定でございます。３月 31 日までに予約した資

料は，近隣の三の丸市民センターと五軒市民センターで資料の受取りができ

るようになっております。  

   

【議  長】 ありがとうございます。周知方法はどのようになりますか。 

 

【事 務 局】 ３月 15日号の水戸市の広報で掲載しております。図書館のホームページで，

お配りしたものと同じものを掲載しております。 

 

【議  長】 はい，ありがとうございました。御説明のありましたサービスの変更につ

いて御質問，御意見ありますか。特にないようでしたら御承認いただけます

か。それでは，最後のウについて，平成 28年度指定管理者事業計画について

お諮りさせていただきます。内容について，事務局の方から御説明いただき

ます。 

 

【事 務 局】 平成 28年度指定管理者事業計画につきまして御説明いたします。資料の 11

ページを御覧願います。指定管理者，株式会社図書館流通センターでの来年

度の職員体制ですが，４図書館，35名でスタートいたします。平成 27年度今
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年度の４館の職員数は，館長から嘱託員までで 36名でございますので，現在

とほぼ変わらない体制となります。開館時間については，全日 20 時まで開館

を延長するとともに，開館日数の増により４図書館の計で前年比 2,419 時間

の増となる見込みです。指定管理者が行う管理業務については，管理業務仕

様書に基づいた基本的な管理運営，今まで水戸市立図書館で行ってきた基本

的な図書館の管理運営を行うとともに，指定管理者の提案による新たなサー

ビスを行うものでございます。28 年度の新たなサービスですが，図書館向け

のデジタル資料を利用した電子図書館サービスの導入，行事開催の際に託児

サービスを行う育児コンシェルジュの配置，インターネットを利用した音楽

配信サービスの導入，児童向け百科事典として定評のあるポプラディアをオ

ンライン化したポプラディアネットの導入，及び館内の環境整備として書籍

消毒器の導入，アロマ機器の設置，セルフカフェなどの設置を予定していま

す。説明は以上でございます。 

 

【議  長】 はい，ありがとうございます。ただ今の指定管理者事業計画について，御

質問，御意見がございますか。 

 

【委  員】 指定管理の方から電子図書とか，データベース，オンラインデータベース

の導入ということの御提案がありましたが，基本方針を管理業者にお願いす

る前に，水戸の中央館で，蔵書をどういうふうにするかという問題があるか

と思いますが，現在，全国的にオンラインデータベースが非常に高額になっ

ており，データベースを入れると，蔵書のスペースとかアクセス数の問題が

あると思いますが，その基本方針はお持ちですか。何割入れるとか，どの程

度データベース化していくとか，蔵書スペースはどこの図書館でも悩みの種

だと思います。蔵書スペースを省略するために，オンラインデータベース化

する動きもあると思います。また，アクセス数をどう集計するのかなど，今

後大きな問題になっていくかと思いますが，方針などありましたら教えてく

ださい。 

 

【事 務 局】 水戸市立図書館の指定管理者制度における収集方針としては，今後とも中

央図書館が，資料費は全額執行します。先ほど予算の説明の時に，データベ

ースについて，その分減額になるという話をしましたが，以前から契約して

いる法律系のものと，経済系のデータベースを見和図書館が指定管理を導入

するということで，そのまま移したというものであり，それ以外の新聞系の

データベースは，中央図書館で契約します。先ほどのポプラディアネットに

ついては，今，紙ベースで持っているものを電子化した電子サービスという

ものでなく，紙の状態で持っているポプラディアという児童向けの百科事典

はそのまま保有し，さらに，指定管理者の提案であるポプラディアをオンラ

イン化した，オンライン百科のデータベースを導入するものです。ライセン

スは，基本は１ライセンスでございます。 
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【委  員】 蔵書スペースは，今のところお困りではないのですね。 

 

【事 務 局】 蔵書スペースについては，中央，東部，西部，３館の時には，中央図書館

にしか保存庫がないという状態でしたが，その後，見和図書館，常澄図書館，

内原図書館を開館する際，常澄図書館については，常澄庁舎の中という制限

があり無理だったんですが，見和図書館と内原図書館については，見和図書

館は設計ベースで 15 万冊，内原図書館は設計ベースで 20 万冊の保存庫を設

計いたしましたので，水戸市の図書館の中で，見和図書館は児童書，内原図

書館は雑誌，そして中央図書館はそれ以外の一般書，郷土などを保存してお

ります。現在のところは，それで保存が可能になっております。 

 

【委  員】 恵まれていて，うれしいなと思いました。大変安心しました。 

 

【議  長】 その他，いかがでございますか。 

 

【委  員】 開館時間ですが，９時半から 20時までですね。そうすると 10 時間 30 分で

す。そこで働く職員たちは，どのような時間配分，２交代制でやるのか，時

差出勤でやるのか，そういう方向がもしお決まりでしたら，お伺いしたいと

思います。それから，育児コンシェルジュの配置ですが，各図書館に設置し

ていただけるのでしょうか。そのスタッフの確保はもうできているのか，こ

れからするのか，２点をお伺いしたいと思います。 

 

【事 務 局】 指定管理者の館は，９時半から 20 時までの開館ということでございますの

で，当然，早番と遅番という形での２交代制ということになっております。

また，育児コンシェルジュにつきましては，まずは図書館の運営を円滑に進

めるということが目的となっておりますので，まだこれからでございますが，

図書館において，状況に合わせた運用ということを協議していきたいと思い

ます。 

 

【委  員】 ありがとうございます。 

 

【議  長】 その他，いかがでございますか 

 

【委  員】 新たな提案がいくつかありますが，年度当初から全部やるということでは

ないのですね。どれが新年度はできそうだという見込みでいらっしゃるのか，

お聞きしたい。 

 

【事 務 局】 新規事業につきまして，年度当初に導入しますのは，書籍消毒機の導入，

あとはアロマの設置でございます。その後，早めに導入可能と思われるのが，
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音楽配信サービス，音楽データベースなどでございます。先ほどの育児コン

シェルジュなどにつきましては，図書館の状況に合わせて可能かどうか，図

書館として専用に使用できる部屋がない状況でどういった形態が可能か，と

いった協議などもございますので，少々お時間を頂くことになります。実際

従事する者につきましては，図書館流通センターの会社の中に保育を扱う会

社が子会社という形でございますので，そういった方が従事されると聞いて

おります。 

 

【議  長】 見和の館長さんどうぞ。 

 

【事 務 局】 まず，この新たなサービスですが，電子図書館のサービスは，立ち上げに

少々時間がかかります。現在，準備には入っていますが，夏から秋にかけて，

行ければいいなと思っています。守谷の図書館も導入しますが，できれば，

水戸の方が一日でも早くやりたいと思っています。それと，育児コンシェル

ジュは，基本的には，一つずつ詰めていって，どういう形ができるかという

のをきちんと行い，イベントに合わせて行うとか，そういうことを考えてい

きたいと思います。それから，音楽配信につきましては，一応準備ができて

おりますので，４月１日から貸し出せるような形は取るつもりです。これに

関しては，中央にも全館できるようにお願いはしてございます。それから，

児童向けのオンライン百科事典は，各館に１台ずつそういったパソコンを取

り付けていますので，あとは設定をするだけという状況になっております。

それから，書籍消毒機については，明日全館に導入します。それから，エア

アロマも全館に入れます。内原の図書館には，なるべく早い時期に，導入を

前倒しして入れたいと考えております。他の図書館にあるのにここではない

というのは，市民に対して申し訳ないと思っているので，準備に時間を頂き

ますが，早急に入れるように手配をしている最中でございます。それと，セ

ルフカフェについては，目的外使用の手続と本当に置けるのかどうかという

のを検討しており，できるところとできないところがありますが，他のとこ

ろは何とかできそうだと思っております。東部図書館児童室については，カ

ーペットの状態があまり良くないので，これは当初，提案にもなかったんで

すが，やはり運営するものとして，何とかお金を集めまして，いろいろな協

力業者もございますので，６月の蔵書点検に合わせてカーペットの張替えは

行います。 

 

【議  長】 ありがとうございます。 

 

【委  員】 地区館では実施されて，中央館はとりあえず２年間は内原図書館に移転し，

平成 30 年度からサービス格差が出ると，やっぱり利用者に不満もあると思い

ますが，中央館の館長さんはどうお考えになっていますか。 
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【事 務 局】 中央が工事で２年間休館ということで，予算も絡みますので，関係課と十

分協議して，何とか２年後には同じぐらいできるようにと考えております。 

 

【議  長】 それ以外いかがでしょうか。 

 

【委  員】 香り空間デザイン，これはいくらぐらいかかるか。飲料販売機を導入する

と，どこで飲んでいいのか。それをどんなふうにしているのか。簡単に教え

てください 

 

【事 務 局】 まず，エアアロマですが，全体でお金を把握していたものですから，個々

に金額を把握しておりません。これについては，水戸独自の匂いを業者に頼

んでおりまして，梅の香りを考えております。季節によって少し匂いを変え

ていき，図書館に入った時に，ほわっと匂うというような感じにできればと

思っております 

 

【委  員】 飲み物はどうですか。 

 

【事 務 局】 飲食スペースというのは見和にもございます。それから東部にもございま

すね。東部はカーペットの張替えの時に，例えこぼれても大丈夫な敷物を入れ

るようにして，そのスペースを確保していきたいと考えております。それから，

西部については，小さな部屋がありますので，そこを飲食スペースにしていき

たいと考えております。 

 

【委  員】 コーヒーと水だけとか。やっぱり飲み物ぐらい飲めた方がいいようなので，

ぜひ推進をお願いします。 

 

【議  長】 その他，ございますでしょうか。 

 

【委  員】 エクセルの川又書店で，コーヒーがあって，コーヒーを飲みながら本を選

択することができるようになっていますが，コーヒーの跳ねたりこぼしたり

が心配だなと思いながら見ています。実際に，しみが付いていたり，書き込

みがあったり，破れていたり，おせんべいのかすが間に入っていたり，コー

ヒーとかお茶の汚れがあったり，そういうのを見て不愉快だなと思ったこと

があるんではないかと思います。書き込みで一番ひどいのは，推理小説を読

んでいると途中で犯人はだれですと書いてあって，その後読む気がなくなっ

ちゃうんです。事実，セルフカフェはどういうふうになっていくのか分かり

ませんが，私は昔風に，本をまたぐと良くないという育ちをしているので，

本は大事にしたいなあと思うので，そういう点も気を付けて運営していただ

けたら，有り難いなと思っています。 
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【議  長】 そろそろ時間ですので，なければ，３番目の議案については御承認いただ

けますか。 

 

【議  長】 最後に，副委員長さんから，締めの挨拶をお願いします。 

 

【副委員長】 ４月から新しい体制でスタートするわけですけれども，新しい試みが始ま

って，市民の皆さんも期待していると思います。どうぞ４月からよろしくお

願いします。 

 

【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３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 

 


