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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７月28日(木) 午後１時30分から午後３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 

添田 智，小網 昇，加倉井喜正，伊藤晶子，生田則子，佐藤慶子，柳澤麻紗美，

大野光一，桧山啓子，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，柳橋敬子，宮崎和子，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について（公開） 

(2) 平成27年度図書館利用状況について（公開） 

(3) 平成28年度行事予定について（７月～９月）（公開） 

(4) 平成28年度指定管理者制度導入館利用状況について（４月～６月）（公開） 

(5) 水戸市子ども読書活動推進計画（案）について（公開） 

(6) その他 

中央図書館・博物館大規模改修事業について 

 

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28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】 では暫時，議事進行の役を務めさせていただきます。本日，予定しておりま

すのは，６つございます。まず第１号議案から審議をさせていただきたいと思

います。平成 28 年度図書館運営方針についてお諮りさせていただきます。この

案件については，前回の図書館協議会で，前任の方々を対象にした協議会で議

題になっておりますが，今回新しく委員になられた方もいらっしゃいますので，

改めてお諮りさせていただきます。事務局から，内容について御説明お願いし

ます。 
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 【事務局】 それでは運営方針について御説明いたします。資料の１ページになります。

昨年度，策定いたしました図書館基本計画第３次に基づきまして，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を進めてまいります。また施設の安全

性を確保するため，中央図書館の耐震化工事を進めてまいります。 

重点課題でございます。１つ目は，図書館資料，レファレンスサービスの充

実ということで，郷土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まい

ります。２，図書館資料（新聞紙面）の電子化でございます。今年度は，読売

新聞茨城県版の昭和 36年度分を電子化する予定でございます。３，学校図書館

支援事業の推進でございます。今年度より５名の支援員を配置しまして，小学

校 32校を巡回し，図書資料のデータベース化の準備を進めております。４，子

どもの読書活動の推進でございます。親子で絵本に親しむきっかけづくりとい

たしまして，７か月児健康相談時に親子で絵本事業を実施しております。また，

読み聞かせの講座も実施しております。５，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か所の図書館のサービス区域を分担しまして，

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おります。６，市民

との協働による図書館活動の推進でございます。図書館ボランティアとの各種

行事や活動の支援を推進し，市民との協働による図書館づくりを進めてまいり

ます。７，中央図書館の耐震化事業の推進でございます。これに関しましては，

後ほど，説明いたしたいと思いますが，耐震補強工事，設備工事を予定し，現

在設計，発注の段階に来ております。８，子ども読書活動推進計画の策定であ

ります。こちらも現在策定中でございまして，今回，案を提出させていただい

ておりますので，後ほど，皆様に御協議をお願いいたします。以上です。 

 

 【議 長】 ありがとうございました。ただ今，館長さんから御説明いただきました主

要議案におきまして，御質問，御意見がございましたらお出しいただけますで

しょうか。特に新しく就任なさった委員の方から，何か御意見，御質問があり

ましたら，お出しいただければ，大変有り難いのですが。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くということでよろしゅうございます

か。 

 

 【委 員】 異議なし。 

 

 【議 長】 ありがとうございました。では，２号議案に移らせていただきます。平成

27 年度図書館利用状況についてお諮りをさせていただきます。事務局から内容

について御説明ください。 

 

 【事務局】 はい，それでは２ページの平成 27年度図書館利用状況について御説明いた

します。まず，１番目の個人貸出しの実績でございます。平成 27 年度の全館の
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個人貸出点数は合計で 1,287,518 点となりました。平成 26 年度からの 46,000

の減でございます。全館貸出人数につきましては，27年度は，29,279人となり

ました。平成 26 年度からは 9,800 人の減となっております。 

続きまして，６館ごとの統計でございます。平成 27 年度中央図書館につきま

しては，貸出点数は 128,506 件，東部図書館につきましては 278,632 件，西部

図書館につきましては 232,656 件，見和図書館につきましては 373,910 件，常

澄図書館につきましては 91,188 件，内原図書館につきましては 140,706 件とな

っております。平成 26年度までは，見和，東部，西部，中央，内原，常澄の順

番でございましたが，今年度は，内原図書館の方が若干上回っておりまして，

見和，東部，西部，内原，中央，常澄図書館の順となっております。 

続きまして，３ページの２番，リクエストの状況でございます。受付件数総

数が，平成 27年度は 147,270 件の受付がございました。うち，インターネット

での受付件数につきましては 115,957 件となります。こちらは，昨年度から受

付件数につきましても，2,200 件の増，インターネットにつきましても 4,900 件

の増加となっております。 

続きまして，３番のレファレンスについてでございます。こちら平成 27年度

につきましては，18,066 件となりました。平成 26 年度から比較いたしますと

2,000 件の減となっております。 

続きまして，４番，団体貸出しにつきましては，平成 27年度配本貸出点数は，

22,815 点の貸出しがございました。団体貸出しは，通常の市民団体に貸し出し

た件数が 16,973 点，市民センターに配本している数が 10,139 点，でございま

した。地区館の窓口での団体貸出しの総数件数は 1,589 点ございました。団体

貸出しの点数合計は，51,516点となりました。平成 26年度からの比較におきま

しては，6392点の減少でございます。説明につきましては，以上でございます。 

 

 【議 長】 ありがとうございます。ただ今事務局から御説明をいただいた，平成 27年

度の利用状況についてですが，全体的に見ると減少傾向にあるというように見

えるのですが，御質問，御意見がございましたらお出しいただけますか。それ

では，私からお伺いさせていただきますが。なぜ減少しているのか，特にレフ

ァレンスというのは，これから非常に図書館にとって重要な仕事になるのでは

ないかと思われるのですが，これも前年比２千件くらい減少しております。減

少傾向の原因などについて分析していますか。 

 

【事務局】 レファレンスの件数の減少につきましては，レファレンスの件数の取り方と

いうところにもあるのですけれども，近年インターネット，メディア等の普及

もあり，以前はパソコンがないといろいろな情報を検索ができなかったのです

が，最近はスマートフォンをお持ちになっている方がいらっしゃったりとか，

カーナビゲーションの発達に伴いまして，以前は図書館の地図を御案内するこ

とが多かったのですが，そういった機器の普及がレファレンスが減ってきてい

る原因と思っております。 
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【議 長】 今の御説明ですと，水戸市立図書館に限ったことではなくて，全国の図書館

に同じような動きが出ているというふうに捉えていいのでしょうか。まあ，な

かなか全国の動向をそちらでつかんでいるわけではないのでしょうが。他の図

書館の動向もお聞きになって，そのような傾向というのを把握してらっしゃる

のであれば御説明いただけますか。 

 

【事務局】 他の図書館の詳しいデータとかを持っているわけではなくて，窓口に就いて

いる上での印象でございます。 

 

【議 長】 指定管理者制度をやっている方々は，いろんな情報をつかんでらっしゃると

思うのですが，見和の館長さんはどうですか。 

 

【事務局】 そうですね，その話はよく聞きます。ただレファレンスの内容が大分変わって

きているということは，言われてきているようです。 

 

【議 長】 どういうふうに変わって。 

 

【事務局】 結構，個人的な問題のようなものですと，かなり自分で調べる。要するに，

人を介したくないというのが，よく聞かれます。そうするとインターネットで検

索しますと，いきなり答えが出てきてしまう。ただその真偽のほどが分からない，

という傾向はあります。我々のところのデータでいうと，答えを出すのではなく，

資料を紹介するまでが我々の仕事というところになりますので，そこら辺の面倒

くささとかいうのが，逆に，利用者さんにはあるのかもしれないと考えておりま

す。そういうことは，よく聞かれます。 

 

【議 長】 いずれにしましても，これからの図書館運営の中で，１つの課題として位置

付けてそういう動きにどう対応していくのか。そういう解決策も考えていく必要

があるのかと思います。ありがとうございます。その他に。 

 

【委 員】 今に関連して思っているのですが，うちの図書館に館長に就任した時に，最

終的にはコンシェルジュではなくて，ファシリテータを求めようみたいな。もう

少し中身を相談できるようなかたちに。業者の方でも職員を鍛えていただくシス

テムをやるし，大学側は，なるべくそこに学生を連れていって，そこで聞かない

とできないような課題を出すとか。さらには，図書館に来ている人の中に入って

いき，アドバイスができるようになれば，最終的にはいいなあと思っています。

ファシリテータと言っているのですが，中身の相談に乗れるというか，そのよう

なものを目指すシステムなどの案はあるのでしょうか。つまり今のお話のような，

聞くと面倒くさいじゃなく。聞くとメリットがあるというふうにもっていかなけ

ればならなと思いますが。そういう方策をどこかの図書館でやってるところはあ

るのでしょうか。 
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【事務局】 館の名前はちょっと忘れてしまったのですが，図書館活用法の講座を開いて

いるというようなところもあります。それは，私どもの指定館でもやっていると

ころはあるので，情報収集していきます。 

 

【議 長】 はい，それ以外特にありませんか。 

 

【委 員】 ３ページに地区館団体貸出という表現がありますが，中身を教えてほしいと

いうこと。前の議題の絡みですが，学校図書館支援が始まって，32校小学校です

ね。１人あたま６校になると思うのですが，前に聞いたときは夏休み前までに登

録候補の図書や，除籍書籍の選定を済ませるという方向で話を聞いていたのです

が，その進捗状況を御紹介ください。 

 

【議 長】 はい，２つ御質問がありますが，よろしいでしょうか。それでは，地区館の

団体貸出しのほうから。 

 

【事務局】 最初に御指摘いただきました図書館団体貸出しの中身について御説明いたし

ます。市内の小学校中学校の先生から学校の教科に使うために地区館の窓口で本

を借りたいという要望が以前からあり，以前団体貸出しは中央図書館のみで行っ

ておりました。それを地区図書館の，例えば東部でしたら四中とかそちらの先生

が近くの図書館で教科に使える本を借りられるようにということで始めた制度

でございます。貸出しの増減ですが，開始したのが平成 25 年度の途中でござい

まして，非常に少なくなっております。本格的に始まったのが 26 年度からとな

ります。26 年度は中学校の方からの申込みがありましたが，27 年度はそれがな

くなってしまい小学校の利用のみとなり，このような数字になっていると思われ

ます。周知が届いてない部分もあったと思います。今後の課題としていきたいと

思います。 

 

【議 長】 それでは学校図書館支援活動の推移状況についてお願いいたします。 

 

【事務局】 はい。学校図書館支援事業の進捗状況でございますが，コンピューターデー

タを登録するに当たり，５月 16 日から７月 25 日にかけて，特に傷みの激しいも

の，損傷の激しいものについて，抜き出しを行い，終わったところでございます。

今現在は夏休みになっておりますので，子どもたちのいない各教室にある学校図

書館の本のうち，傷みの激しいものを抜き出して，廃棄の方向へ回すという処理

を行っているところです。全国学校図書館協議会において，学校図書館に残すべ

きものを，あるいはこういうものはいらないというものの基準を決めております。

そういった基準，学校図書館で持っている基準を併せて参考にしながら，夏休み

明け以降は，第２次的な本の抜き出しを行っていく予定をしております。 

 

【議 長】 他に何かありますか。 
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【委 員】 学校図書館はこの後の推進計画と絡むと思うのですが，学校ごとに随分差が

あるという話があります。本が置かれているだけの部屋から，今回リニューアル

された部屋へという段階があって，その先実際の授業にも使える本がきちんとそ

ろうという目指す方向は同じだと思います。さっきの地区館貸出しは，そういう

意味では，学校図書館がまだそこまで行ってないというのであれば，もっと連携

して，もっと展開していければいいと思います。 

 

【議 長】 はい。ありがとうございました。 

 

【委 員】 利用者の立場から１つだけ。予約の申込みをして借りるまで，かなり日にち

がかかる。何週間ではなくて，何か月もかかり順番が回ってこないということが

県立図書館でもあるのですね。その辺の御意見を，図書館としてはどう見ている

のかお答え願いたいです。 

 

【議 長】 事務局，いかがですか。 

 

【事務局】 やはり実際に予算の限界というものがあり，人気のあるものは後から追加で

購入しますが，やはり限りがあり，お待たせすることもあるかと思います。心苦

しい思いはありますが，御理解いただけたらと思います。 

 

【委 員】 一度に何冊か同じものを購入することもあるのですね。 

 

【事務局】 はい。 

 

【議 長】 例えばベストセラーなんかは，大体そういう対応はしているようですね。 

 

【委 員】 読みたい本がみんな一緒ですものね。 

 

【議 長】 そうですね，かち合いますね。それ以外いかがでございますか。特になけれ

ば，２号議案については御承認いただけますでしょうか。 

では，３号議案に移らせていただきます。平成 28年度行事予定につきまして，

これは本年度第２四半期の計画が中心になるかと思いますが，各館の館長さんか

ら御紹介してください。 

 

【事務局】 東部図書館ですが，２つ行事があります。７月 29日金曜日，11 時から 12 時，

夏休み子ども映画会。８月６日土曜日，14 時から 15 時夏休み読み聞かせの会。

ガブの会にお願いしているものでございますが，東部図書館の冷房設備が故障し

てしまい，この 29 日の夏休み子ども映画会は，２階視聴覚室でやる予定でした

が，部屋を閉め切ってやると熱中症の方が出るとまずいので，これは取りやめに

いたしました。以上でございます。 
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続いて西部図書館でございます。７月 31 日に夏休み工作教室といたしまして

プラ板，プラスチックの板を使ってキーホルダーを作ろうというイベントを予定

しております。それから，８月 11 日，こちらは閉館後ですが，冒険！夜の図書

館，ちょっと怖いお話会付きということで，夜の図書館を探検しながら楽しんで

もらおうと予定しております。いずれも小学生以下を対象にしております。プレ

ゼントも用意しております。 

見和図書館ですが，ボランティアぷちということで，１日図書館員の延長線上

で実施いたします。２名の予定で即日定員となりました。本当はたくさんやりた

いところですが，肝心の運営をきちんと余裕ができるような体制を整えることが

先というふうに考えております。イベントについては少なめとなってございます。 

常澄図書館についてです。８月 14 日に図書館おばけやしきおはなし会を行い

ます。毎年常澄図書館では工作会を行っていましたが，現在，庁舎の２階が工事

のため，スペースが使えず，今回は館内での読み聞かせの開催となりました。ま

た，夏休み！カウンター体験！ということで，１日図書館司書体験ということで

８月の毎週月曜日に行います。 

内原図書館でございますが７月 28日，本日から 30 日にかけまして，ぬいぐる

みの図書館おとまり会ということで，子どもたちが家で大事にしているぬいぐる

みを図書館に預けていただいて，図書館で様々なぬいぐるみに疑似体験をさせ，

例えばお話会を聞く様子，本を片付ける様子など，そういう姿を写真に撮り，終

わった後，子どもたちに渡します。現在 10 名の定員のところに対して 12名，定

員を超えてますが，何とか対応しようと思います。８月１日月曜日には，夏休み

こども映画会と折り紙教室，長靴をはいた猫を上映いたします。８月８日月曜日，

夏休み工作教室，お手元にチラシがございます。折り紙で作ろうゆらゆらモビー

ル。職員が講師となって実施します。８月 24 日には，和音絵という団体の絵本

の読み聞かせと工作を行います。こうした読み聞かせ団体の協力，連携で様々な

事業を行っております。欄外にも記載しておりますが，各館とも図書館ボランテ

ィアの御協力により，ここには定例以外の行事が載っていますが，定例行事を毎

月のように行っております。ありがとうございます。以上です。 

 

【議 長】 ありがとうございました。ただ今各館の館長さんから御説明のありました，

今年度第２四半期の行事予定について質問，御意見がございましたら，お出しい

ただけますか。指定管理制度が導入されたわけですが，各館が特色を出し，地域

の人たちのニーズをうまく吸い上げたイベント企画をしていただく。それが指定

管理者制度の意味になっていくと思います。行事については，力を入れていただ

きたいと思います。他に御意見のある方はいませんか。この平成 28 年度行事予

定について御承認いただけますでしょうか。では，第４号議案に移らせていただ

きます。平成 28 年度指定管理者制度導入館利用状況についてお諮りさせていた

だきます。事務局から御説明いただきます。 

 

【事務局】 はい，（４）平成 28 年度指定管理者制度導入館利用状況，４月から６月につ
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きまして御説明いたします。資料の５ページを御覧願います。４月から指定管理

業者であります，株式会社図書館流通センターが管理運営を開始いたしました。

東部，西部，見和，常澄の４図書館の利用状況でございますが，全日 20 時まで

開館時間を延長し利用期間が拡大されたということもあり，貸出点数の一日当た

りの平均はいずれも昨年度の同期間を上回っています。特に見和図書館について

は，昨年度同期間に比べ，１日当たり 125点増となっております。また，利用者

動向の把握のためカウンター機器を設置し入館者数をカウントすることが可能

となりました。東部，見和，常澄の入館者数は貸出人数のおよそ約３倍でござい

ますが，西部図書館につきましては，貸出人数の 4.2倍で西部図書館を訪れるこ

とが目的で来た方が多いように思われます。有効登録者数，実際に図書館を利用

した登録者数でございますが，28，29年度は，中央図書館が休館しているため，

参考ではありますが，仮に中央図書館が昨年度と同程度利用した場合ですと，年

間で市の人口の約 12.5％。34,000 人ほどが，従来に比べれば約 3,000 人ほどが

利用者増になるのではないかと思われます。ただし，中央図書館が休館している

状況でありますので，平成 30 年度以降に，しっかりと数字を見ていきたいと思

います。 

２番で，新規事業の実施についてですが，６月までに，指定管理者事業者が行

った新規事業は，電子図書館の開設，音楽配信サービスの導入がございます。こ

ちらについては，お手元に利用案内がございます。書籍消毒器の設置，香り空間

デザイン「air aroma」の設置，筆談ボードの設置でございます。これらについ

ては，この協議会終了後，見和図書館の施設案内を予定しております。この他東

部図書館の児童室のカーペットの張替えを行っております。こちらについては，

お手元に配布いたしましたカラーコピーの資料を御覧ください。また，今後実施

する事業として，保育資格を持つスタッフが保育相談に乗ったり，本の紹介をす

るサービスを行ったりする育児コンシェルジュの配置やセルフカフェの設置な

どを予定しています。説明は以上であります。 

 

【議 長】 ありがとうございます。ただ今御説明いただきました，指定管理者導入館利

用状況について御質問，御意見がありましたら，お出しいただけますか。 

 

【委 員】 今，御説明があったのですが，セルフカフェの設置についてどのような規模

で，どこに設置するのかお聞きしたいのですが。 

 

【事務局】 見和については，展示ギャラリーがございます。その奥に深作欣二のコーナ

ーがございます。このコーナーをあそこよりも，もう少し中の方に移設し，その

場所に自動販売機の形でカフェを入れることになります。それから西部図書館に

ついては，新聞雑誌コーナーの一部に設置いたします。東部図書館におきまして

は，床面の児童書のところのカーペットを直しまして，そのカーペットと同じで

はちょっとこぼした時に困りますので，正面入口右側のところの今飲食コーナー

になっていますが，そこに一部濡れても大丈夫なようなカーペットに変えて，そ
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こに設置をしたいと思っております。常澄につきましては，庁舎の関係があり，

今回は御遠慮させていただきました。 

 

【議 長】 後ほど，実際見ていただければよろしいかと。それ以外いかがですか。御意

見ございますか。今も御説明いただきましたが，入館者をチェックできるシステ

ムができましたので。これも指定管理者制度をいろいろ御議論いただくときに，

大体 11％ぐらいの利用状況ということで，これを何とか増やしたいという議論だ

ったのですが，それではどれくらい実際に入館者をチェックできるのか，はっき

りしなかったので，ちょっと議論が進まないような状況でした。特に御質問，御

意見がないようでしたら，この４号議案についても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，５号議案に移らせてもらいます。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。内容について

事務局から御説明ください。 

 

【事務局】 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。１ページを

御覧ください。第１章計画策定の基本事項。第１，計画策定の趣旨。本計画は，

目まぐるしい社会構造の変化に対応し，未来を担う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が育まれるように策定し，子どもの読書に係る活動

を推進します。同定義第２，計画の位置付け。これは，国の子どもの読書活動の

推進に関する法律第４条に基づいた，国の子ども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第３条，水戸市第６次総合計画，

水戸市図書館基本計画（第３次）等々と整合性を図りながら，水戸市の子ども読

書活動に関する活動について定めていくものです。 

２ページを御覧ください。計画期間は 2017 年度来年度から 2020 年度。平成 32

年度までの４か年とします。これは水戸市図書館基本計画が 2032 年まで，平成

35 年まで７年間ということで，それに合わせるために４年間と３年間に分けて計

画を策定させるものです。 

３ページ第２章，現状と課題。本市の現状，１家庭における読書活動の推進。

赤ちゃんと保護者が絵本を介して，心が触れ合うことを目的に，親子で絵本事業

を推進してきました。グラフのように，90％以上の実績を上げてきました。健康

相談に来た方にはほぼお渡しできていたのですが，健康相談に来られなかった方

に通知はしているのですが，御来館する方は少ないように思われます。 

３ページ，２地域における読書活動の推進。子育て関係施設，幼稚園，保育園

などへの団体貸出しや，ボランティアによる出張紙芝居，おはなし会等の実施を

行ってきました。また，市立図書館において，保育園や幼稚園児による図書館の

見学，小学生向けの一日図書館員，また，小学生の体験学習，中学生，高校生の

職場体験の受入れをしてきました。 

４ページ，３学校における読書活動の推進。学校図書館ボランティアとの協働

により朝の読み聞かせ活動を行うなど，「朝の一斉読書」や「みんなにすすめた

い１冊の本」の活動をしています。水戸市立図書館からの団体貸出しのうち，子



10 

 

どもたちへの本の提供数は減ってきました。また今年の４月から，学校図書館支

援事業が始まり，学校図書館の読書環境の整備を進めております。４，市立図書

館における読書活動の推進。年齢に合わせた読書リストの作成，配布や赤ちゃん

向け図書コーナーやヤングアダルトコーナーの設置。ボランティアとの協働によ

る，子どもや保護者，子どもの読書に関心のある市民などを対象にした様々な行

事を開催してきました。 

５ページ，第２，今後の課題。今後の課題ですが，家庭向けには，子どもと保

護者が参加できる企画や，子どもの読書に関する講座等を開催をしていきたいと

思います。次に学校図書館。学校図書館の運営が活発にできるよう蔵書のデータ

ベース化を行い，図書の効率的な利用を可能にし，学校支援を進めているところ

ですが，将来的には，よりきめ細かな需要に対応できるように，学校司書の配置

を目指しております。次に水戸市立図書館について。ボランティアやスタッフの

読書活動の担い手に向けて，読書活動の拡大とスキルアップを図るための研修会

を開催したり，ボランティア同士が交流や研修を目的とした事業を推進するよう

な事業を進めていきたいと考えております。次に，子どもの読書活動に関する積

極的なＰＲ効果。やはり積極的なＰＲ活動を行う必要があると思いました。 

次に第３章，計画の基本的方向。第１，目指す姿。子どもの読書活動への理解

を深め，読書環境を充実させ，自発的に読書をする子どもを育てる，これがこの

計画の目標です。第２，基本方針。３つの基本方針を挙げました。１，読書の必

要性についての理解の促進。２，読書に親しむことのできる環境の充実。３，子

どもの自発的な読書の支援を柱として施策を展開していきます。 

次に７ページ，第３，施策の体系になります。８ページ，子どもの成長段階と

主な具体的施策の関連図を挙げました。 

９ページ，第４章施策の展開。基本方針１，読書の必要性についての理解の促

進。子どもたちが本に親しむ習慣を付けるためには，子どもにとって最も身近な

存在である保護者が，子どもと一緒に読書を楽しみながら楽しさを分かち合い，

読書に親しむことが有効です。そして，子育て支援をする全ての人々に向けて，

読書の必要性についての啓発を図ります。基本施策をこちらに挙げさせていただ

きました。読書活動のすすめ。子どもの読書についての理解の促進。子どもの本

の知識の普及。代表的な施策について御説明させていただきます。家庭の支援と

いうことで，親子で絵本のすすめ，研修会等の開催，家読を進めてまいります。

ボランティアや職員や講師を派遣して，子どもの本の知識の普及に取り組んでい

きたいと思います。 

次，12ページ。基本方針である読書に親しむことのできる環境の充実。様々な

機会を通して，面白いと思える本や，ためになる本に出合えるように，家庭にお

ける読書の働きかけを行うとともに，幼稚園，保育所等の子育て関連施設，学校，

図書館などそれぞれを通して，読書に親しむ環境の充実を図ります。基本施策と

して４つ。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，学校の

読書環境の充実，図書館の読書環境の充実。学校図書館の学校司書，これについ

ても将来的に努めていきたいと思います。 



11 

 

次に，15 ページ，基本方針３，子どもの自発的な読書の支援。子ども自らが，

本や読書に興味を持ち関心を持ち，意欲を高め，目的を持った読書活動を進めら

れるよう，図書館や学校，地域の子育て関連施設と連携し，子どもの発達段階に

応じた働きかけを行い，読書に対する興味を継続して持てるよう支援をしていき

ます。こちらで３つの基本施策，子どもの自発的な読書への動機づけ，市立図書

館の利用促進，ボランティア活動の促進としました。これは，受け身の読書から，

自発的な読書へスムーズに移行できるよう目指していきます。その他に子どもの

読書体験を共有できるように，交流できる場を設けていきたいと思います。ボラ

ンティア同士の交流，情報交換ができるように仮称ボランティア連絡協議会を立

ち上げ，活動の促進を支援します。 

19 ページ，第５章。推進体制と進行管理。第１，推進体制。中央図書館の館長

の諮問機関である水戸市立図書館協議会の意見を聞きながら，水戸市教育委員会

を中心に関係各課等と連携し，読書団体や図書館ボランティア等との協働により

各施策に取り組みます。第２，進行管理。図を御説明いたします。計画の推進に

当たっては各施策の進捗状況を把握し，ＰＤＣＡサイクル，Ｐ，プラン，計画の

策定。Ｄ，ドゥ，施策の実施。Ｃ，チェック，施策の評価。Ａ，アクション，検

討，改善。これをサイクルとし，適切な進行管理を行います。今後の予定としま

しては，関係各課からの意見を取りまとめ，11 月から 12 月に図書館協議会で協

議をしていただき，年度末に策定していきたいと思います。 

 

【議 長】 この策定スケジュール案にございますとおり，今回の協議会，そして次回の

協議会でこの計画案については御審議いただくというわけであります。もう既に

皆様方のお手元に何日か前に，この案についてはお届けしてございますので，お

読みいただいているかと思います。御質問，御意見がございましたらお出しいた

だけますでしょうか。 

 

【委 員】 感想とお願いでございます。戦後の貧しい図書館の実態を横目で見ながら育

った人間としましては，この素晴らしい市の子どもの読書活動推進計画について，

本当に今の子どもたちは恵まれているなと，幸せだなあと思っております。ただ，

当の子どもたちがそう思っているかどうか分からないのですが。羨ましいなあと

思いながら聞いていました。 

話は変わるのですけれども，今，格差ということで，いろいろ格差が問題にな

っていますよね。教育格差だとか，学力格差だとか。市全体ではないのですが，

市の一部で学力の格差を何とか埋めようということで，現職の大学生とか，退職

校長会とか，退職公務員の者が講師になって，学力を埋めようという活動を６月

から始めております。人から学ぶということは，一番大きいものだと思うのです

けれども，もう１つ，本から学ぶという学び方も相当大きいと思うのですね。本

から学ぶ，あるいは本で学ぶ。生涯学習の観点からいうと非常に大事なことだと

思うのです。ですから，ただ本を読んで面白かったというだけでなく，そういう

ことを経過した後に，やはり生涯学習の観点から本から学ぶ。本で学ぶといった
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子どもたちを育ててほしいなと，あるいは育てていかなければならないなと，今

の計画を聞きながら思いました。以上です。 

 

【議 長】 はい，ありがとうございます。御指摘のとおりだと思います。それ以外に，

御質問，御意見がございましたら，お出しいただけますか。今の御意見について

はもう回答は，よろしゅうございますね。いかがですか。 

 

【委 員】 はい。 

 

【議 長】 どうぞ。 

 

【委 員】 いろいろ計画が，まんべんなく立てられているようですが，水戸市立の図書

館として，やっぱり重点項目を幾つか絞って集中といいますか，まんべんなくや

る必要はあると思うのですが，どこに重点項目を置くのかということです。従来

の継続性からいうと，ここをより力を入れてやっていった方がいいのではないか

という，そういう方向みたいなものを出した方がいいのではないかと。あるいは

新たにこれをやりましょうと。これを全体として，あるいは館ごとに。今中央図

書館がないので，難しいとは思うのですが，館ごとに立ててもいいと思うんです。

いくつかの館が連携して，そういう重点項目を立てないと。これやりました，こ

れやりました，という程度で終わってしまわないかと。危惧をちょっと持ってい

ます。本当だったらこれをやると，あるいはこれはぜひやりたいと。そういう方

向をやはり示していただいた方がよいのではないかと。指定管理者とも協議して，

連携があればいいのかなと思います。学校の教育現場とか環境とかは私は具体的

に分からないのですけれども。例えば図書館が支援に入ると言ってますが，これ

はどういう形で入るということですか。そういう項目が一つありましたけれども。

それは職員の方がということですか。 

 

【議 長】 はい，それでは事務局どうぞ。 

 

【事務局】 今現在は学校図書館支援員という名称で嘱託職員が５名，図書館に配置され

ています。その職員が今，学校現場に出ております。 

 

【委 員】 その人たちを指しているのですか。 

 

【事務局】 そうです。しかし先ほど担当の者からお話があったとおり，学校司書の配置

は学校図書館法の改正で求められています。将来的にはそういう方向へ。ただし，

学校司書というのは法的には学校の職員，校長の指揮下にある学校の職員である

という規定があるので，そこのところの線の引き方が難しいと思います。今現在

は図書館の職員として配置しているということでございます。 
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【委 員】 その辺のところが，ちょっと分かりにくい。つまり，常時職員。どういう方

かは別として，職員が出入りすることではないのですね。 

 

【事務局】 自由に外部の人が出入りされたら，おそらく管理上，困ると思うので，そう

いうことから，学校図書館で言っている学校司書とは，学校の校長の監督下にあ

るものと。そういう規定になっています。 

 

【委 員】 ある程度，このグループの人たちということですよね。そこら辺のところが，

普通の人が読んだ場合に，分かりにくいというかね。あるいは随時勤務している

人が行くというものではないのですね。学校に出向くことではないと。 

 

【事務局】 始まって初年度なものですから，当面３年から５年をかけて，学校図書館の

環境整備をしていくというところで始まったものです。まずはコンピューターを

入れて。 

 

【委 員】 データベースですか。 

 

【事務局】 そうです。学校図書館の中をガラス張りにして，より利用しやすくしようと

いうところで，今動いているところです。 

 

【委 員】 それから具体的に始まるということですか。 

 

【事務局】 はい，そうですね。学校の授業の支援とか子どもたちの読書の相談とか。最

終的にはそういう形で持っていきたいと思います。当面は，環境整備ということ

です。 

 

【委 員】 今おっしゃったことが出てくればいいんです。最終的にはそれが見えてくれ

ば。今はプロセスの第１段階ということなんだなと分かるんですけど。分かりま

した。 

 

【議 長】 これは館長さんにですが，施策のウエイトの置き方を考えて，水戸市の特長，

特性を出した方がいいのではないかと思うのですが。この点については館長さん

からお考えをお聞きしたい。 

 

【事務局】 重点項目ですが，今から関係課と協議しながら，水戸市で合意形成をし，図

書館だけでなく，関係課とその辺を詰めながら進めていきたいと思います。 

 

【議 長】 はい，ではその御検討をお願いいたします。それ以外いかがですか。 

 

【委 員】 もう一つ。 
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【議 長】 はいどうぞ。 

 

【委 員】 前から聞いた，その読売新聞の地方版がね，電子化されたということなんで

すが進んではいるのですね。例えば，それを使った事業計画とか。そういうのは

報告されてますか。教育現場で。 

 

【議 長】 ちょっとその点について，よろしゅうございますか。新聞協会と全国の学校

が連携しましてＮＩＥというのを展開しております。News paper In Education

ということで，新聞を教材に活用していただいて。社会科が中心となりますが，

補助教材のような形で利用していただくということで，新聞を新聞社から学校に

提供いたしまして，それを使っていただくという活動を今広げています。県内に

も指定校になったところが，かなり出ています。 

 

【委 員】 例えばその中に組み込んで，指定校になった小学校や中学校では，社会科を

中心にそれをやる計画を立てたい，立てられそうだというのがあると，すごく具

体的に見えてくるんですよね。せっかく電子化をしているのですから。宣伝では

ないですけど。今ここでは見られませんが，ここに行くと見れますとかね。発展

的になるわけで。茨城大学でも戦前の物は読売しか見られないのですよ。朝日は

入ってないとかね。しかもパソコンで打ち出してもこんな小さくしか出てこない。

それを更に拡大コピーをしなければならない。そういういろいろな障害があるの

で，実際使ってみないと分かりにくいことがある。 

 

【議 長】 はい。それ以外に何かございますか。 

 

【委 員】 よろしいですか。 

 

【議 長】 どうぞ。 

  

【委 員】 夏休みに入りまして，私も東部図書館が近いので行ってみました。分かりや

すくなって良かったなと。殺菌する機械も使ってみました。小学生や小さい子も

たくさん来ておりました。ボランティアも中学生がいたり，いろんなことをやっ

てらっしゃるなと見ていました。参考までに聞きたいのですけれども，国レベル

の調査で趣味として読書をしない 15歳，2010 年のＯＥＣＤの調査では日本では

44.2％。逆にいうと 56％の 15歳は読書を趣味としているようですが，そのこと

について水戸市で調べたことがありますか。それとの関係で，小学校高学年や中

学校になってくると自分で本を選ぶという習慣になっていかないと読み続けな

いのかなあと感じているのですが。ヤングアダルトコーナーの充実などちょっと

上の世代かもしれないのですが，具体的にどんなイメージを持っておられるのか

聞きたいと思います。それから，他の方から出ていましたが，学校司書の配置の

ことは，配置していくように努めますという表現なんですが，議会でも趣旨採択
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だったんですが，専任司書の配置を目指すべきではないかということで，全会一

致で採択されたということなので，この４年間支援員で環境整備していき，それ

が一定の成果を収めた段階で，次はそういうことになっていくのじゃないのかな

と思います。そうすると年次的に，人の配置の問題も出てくるので，その辺りを

もう少し具体的に書かないと進まないのではないかと感じたので，お考えを聞き

たいなと思います。 

 

【議 長】 委員さんから３点。読書習慣。また子どもでも高校生辺り。学校司書ですが，

これは配置の目標と言いましょうか。具体的な計画について，どうぞ。 

 

【事務局】 読書習慣，何か，水戸市でデータがあるかという質問ですか。 

 

【議 長】 読書習慣について実態を調べた数字があれば。 

 

【事務局】 総合教育研究所という施設がございまして，学力と読書の関係のような調査

をした結果がございます。これは 26 年度の全国学力状況調査というもので，水

戸市は小学校でいいますと，国語と算数について全国平均の学力から上回ってい

ると。中学校においても国語は上回っている。あとは，本を読む子どもが結果と

して学力が高いという結果については，文科省が学校図書館の調査をやったとこ

ろ，数字として客観的に出てはいます。それは，水戸の数字とは別ですが，全国

の調査の結果としてそのように出ているということは，客観的に言えるというこ

とです。それと全国学校図書館協議会で調査をしているものですが，昨年の小学

校で過去，５月に１か月で読んだ本の数を，調査項目を立てて調査をしていく中

で，１か月間に小学校で 11.2冊，中学生は 4.0冊，高校生は 1.4冊読んだとい

う，26 年度の結果を伺っております。逆に０冊，本を読まないという子が，小学

生が約５％，中学校で 13.2％，高校生で 52％というような調査結果が出ており

ます。 

 

【議 長】 それでは，２番目と３番目の質問ですね。２番目については，ヤングアダル

トコーナーについてです。それから先の分野について，どれだけ具体的な施策が

展開しているのか，用意しているのかという御質問だと思うのですが。 

 

【事務局】 10 代の図書館の利用の促進につきましては，若干ここに書いてはいるのです

が，御指摘のとおりです。小学校までは，子どもたちが親と一緒に図書館に通っ

て本に触れたりという機会が多いのですけれども，中学校から上になってくると，

様々な外的要因もありまして読書から離れていくと。図書館としては様々な手立

てをとって，ヤングアダルトコーナーを設置して，中高生の物をピックアップし

て並べるとか，あるいは，そういう中高生向けに，東部図書館ではこういう本を

読んだらいいんじゃないかと機関紙などを発行して，周辺の中学校に配ったりし

ています。それから更に発展していくには，なかなか現状難しいのですが，例え
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ば中高生のボランティアを募集して図書館に様々な関与をしてもらって，そこか

ら持ち帰って，子どもたちに，図書館はすごく良い所だよと友達同士で広げても

らうなど。そういうことを一つの取組として，現在すぐにお金のかからない方法

としてできるかもしれません。あるいは，交流のできるスペースか何か空間を図

書館で用意して，いつでも自由に来てもらい，そこではいろんな学校の子どもた

ちとの触れ合いを持つとか。あるいは，展示をして何かお互いに良い本を推薦し

て，どこかに飾って，中高生がそれを読んでみようときっかけにするとかですね。

今，頭の中にあることを申し上げたのですけれども，もうちょっと発展させて

様々な取組を行っていきたいと考えています。 

 

【議 長】 その点については，私も非常に対応としてその部分が欠けていると思うので

すね。と言いますのも，せっかく子どもたちに小学生を中心に読書習慣を付けて

も，それから中学，高校と進学していくにつれて，これは受験競争と関連がある

のは重々承知しているのですが，その習慣を何らかの形で中学校でも高校でも持

ち続けて，大人になってもその習慣が身に付いているということが，この子ども

の読書習慣推進活動の大きな目的になるのだろうと思います。それについては一

工夫，もう一工夫していただいて，何とか具体的な施策を盛り込んでいただけれ

ばと思います。私は以上です。それと３つ目の学校司書の配置について，館長さ

ん。 

 

【事務局】 はい，私の方から。先日の委員会でも趣旨採択ということで，学校司書につ

きましては，学校図書館支援事業が始まったばかりということで，こちらの方の

経過を見てからということになろうかと思います。今年度５名で行っていますが，

当初６名を要望していたところ５名ということでございます。人員計画について

も，うちの方は来年度中学校も始めたいという計画はあるのですが，それを要望

して，それがそのまま続いていくというわけではございません。計画に載せてい

くには，チェック機関がございますので，そこで削られるかもしれないというこ

とで，こういう表現になっています。一応，うちの方でもデータベース化に合わ

せて，学校図書館の支援事業について，こちらの実績を出すことが一番だと思い

ますので，そこに来年は人が付けられるように努力をしているところでございま

す。御理解をしていただきたいとそのように考えております。 

 

【議 長】 よろしゅうございますか。市議会の委員さんにも後押しをしてもらうという

ことで。 

 

【委 員】 あの，ぜひ継続して拡充する方向で頑張っていただきたいと思います。中高

生のことで言うと，私も親として感じているのですけれども，夏休みになれば受

けようとする大学の過去問だったりとか，ＡＯ入試とか，高校生の論文の書き方

だとか，その手の本を一生懸命見てはいるのですよね。けれども本当は生き方だ

とか，将来の職業選択だとかということに，いろんな本が本当は一番響く年頃な
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んじゃないのかなあとそういう気もします。もうちょっと見据えた形で，計画も

何とかその辺を考えていただければなあと，まあ感想です。 

 

【議 長】 あの，非常に重要な御指摘だと思います。やっぱり今の学校教育というのは

あまりにも，小手先と言いますかね。それは日本教育の大きな欠点でもあると思

います。人間としてどう生きていくのか，どう仕事していくのかということにつ

いて，将来設計をする上で，いろんな読書とか，社会体験をしていくような仕組

みにならないと，と思います。図書館が果たす役割はそういうところにあるのか

なという御指摘だと思いますので，ぜひ，子どもの読書活動推進計画の中に，少

しでもエキスというものを盛り込んでいただければと思います。では，いかがで

しょうか。はい，どうぞ。 

 

【委 員】 これ，提案なんですけど。打開策の１つとしてボランティア育成ということ

で今年は無理でしょうが，来年度実施ということで。中学生の１年，２年有志５

人くらいを選んで，東京の良い本屋に連れて行ったらどうですか。本の世界はこ

んなに違うところがありますよ，と。中古本見せてもしょうがないから。そりゃ，

神田に行けばいろいろありますけども。例えば，今私論文書いているので，多少

分かるのですけど。銀座の教文館に，行ってみたらどうですか。子どもの本を中

心に割とベストなものをリストアップして，新刊も旧刊も入れてあの狭い空間に

かなりあります。店員が訓練されてますから。例えば私は学生を連れて行ったの

ですけども，この人の絵本 50 冊買いますと，条件付けたんですよ。それを学生

に選ばせた。これは大学のやり方ですよ。教文館は一番行きやすくて，狭いけれ

ども行きやすい所です。必ずしもキリスト教に関わったものではなくて，子ども

の本をかなり重点的に置いているんです。喫茶室もありますから。そこで大人の

コーヒーを飲ましてください。豆はバッハコーヒーのですから，間違いありませ

ん。山谷のドヤ街にある有名なコーヒー店です。これは私の趣味ですけれども，

銀座の中央通りを眺めながら，コーヒーが飲めるという場所は，そこしかないん

です。他は高いんです。私は宮益坂の童話屋に連れて行ったんですけど，そこで

図書館で買うのを選択して。最初は店員さんに選んでもらいました。絵本 10 冊

買うから選んでくださいと。例えば，そういうこと。教文館，紀伊国屋タイムズ

スクエアでもいいです。あらゆる分野の本がこれだけありますよ，と。トーハン

とか日販に連れていくことは結構よくやっているのですが，卸ですから，先生方

はよく行っていらっしゃる。茨城県内では選択権を持つ先生方がトーハンや日販

に打合せに行って，そこで見せてもらって選んでいる。子ども版のそういうのを

やってみたらいかがでしょうか。子どもにちょっと違う本の世界を見せてあげる

のは大事だと思います。１つの提案です。 

 

【議 長】 はい，ありがとうございました。 

 

【委 員】 はい。ボランティアの立場から一言言わせていただければなあと思います。
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図書館のボランティアをしているのですけれども，図書館でどういうことをして

いるとか，図書館側がボランティアに何を求めているのか。そういったものの話

合いというものは，なかなかできていないと思うのですね。ですから，今日ここ

でいろいろな計画を見せていただいて，今まで全然そのようなものには触れてこ

なかったなあと思いました。やはりボランティアとして図書館に所属しています

から，図書館側とのコミュニケーションをもっと図れればよいのかなあと。同じ

西部図書館でやっていても，ボランティア団体が何個かありますけれども，その

方々との交流も一切ありません。他はどういうことをやっているのかなと，お互

いにちょっと興味はあると思うので，いろんなネットワークがもっとできれば活

動もより良くなっていくのではないのかなあと思います。あと，学校での読み聞

かせなどのボランティアも，私たちも行きますが，学校にそれぞれボランティア

団体がありまして，いろいろな読み聞かせや朝の読書の時間にもやっている方々

がいらっしゃるんですが，そういう人たちもやはり学校との連携には非常に苦労

しているみたいです。やはりボランティアはボランティアだからお任せしてると

いうところがあるみたいです。そういう意味ではボランティアさんとそこに入っ

ていく団体さんが，学校だとか図書館とかが，もっとつながりを深くしていく必

要があると感じています。あと，学校支援事業に関しても，支援員さんが学校を

回っていらっしゃるという事実を，学校に行っているボランティアさんまでには，

きっと伝わっていないと思うのですね。この間，学校のボランティアさん方の集

まりのところで，それについての話合いを見和図書館で聞きましたけれども，や

はりボランティアの皆さんは支援事業について知らないということなので。やは

り協働作業というふうに銘打っていらっしゃるのであれば，もっとボランティア

まで，学校だけではなく，その中に入ってきているボランティアさんにもいろん

な情報を伝えていってほしいなというふうに思います。また支援事業についても

数年かけてそういうデータベース化はすごく良いなと思うのですけれども，その

後のやはり目標がもっと具体的に見えてくるようなところが欲しいなと。もうち

ょっと若ければ学校側の情報も入ってくるのですが，子どもが大きくなってくる

と，学校がどんなふうになっているのか分からないんです。もっと具体的に，小

学校全体が形になって見えるもので，モデル校とか，支援員さんがしっかりその

学校の図書館を変えましたとか，そういうのが目に見える形で出てくればもっと

一般の人たちにも，事業が分かりやすいのではないのかなというふうに考えます。 

 

【議 長】 はい，大変ありがとうございました。 

 

【委 員】 それについて，私の方から。私もよくそのようなことがありまして。図書館

をのぞいてみると，子どもたちがいて，ボランティアさんがやっているなと自然

にほほえましく思うのですが，それだけでもね。ただ，意外にボランティアさん

同士の交流がないなということを感じたわけです。18ページですか，先ほど話題

のお話もありましたが，ボランティア協議会，連絡協議会ね。こういったものが

できれば非常に有効な働きをするのではないかと私は思ってます。例えばうちの



19 

 

グループの喜びは，皆さんにとってどういうふうなうれしい喜びなのかとか，ど

ういうところがもっと改善されたらいいとか。例えばワークショップ方式で，グ

ループ同士が集まって，「なるほど，ここはこうだな」とそういうふうなことが

分かる交流ができる。そういうボランティア活動は大切だと思っております。そ

ういうことによって，ボランティアさん同士の交流ができたら大変有効なのでは

ないかなと思います。ぜひ連絡協議会に力を入れて立ち上げていただければ。市

の方でも，中央図書館でも声掛けをしてやってみることが大切なのではないのか

なあというふうに思います。 

 

【議 長】 はい，ありがとうございました。 

 

【委 員】 今のお二方のお話をきいて，とてもよく共感するところがあったのですけれ

ども。利用者さんからのこういう企画をしてほしいとか，こういうのをやってほ

しいというのをまとめていただいたり，図書館側でもこういう企画を立ててほし

いとか，こういう行事をしてほしいとかそういう要望をたくさん出していただい

たら，これ，私たちの団体でできますよとか，こういうのやらせてほしいですと

か。先ほど年間行事や半年間の行事を見ましたが，お互いに何をやっているのか

分からなくて。  さんがやっている話も今ここで初めて聞きました。どんなジ

ャンルの物をやってほしいのか，どういう企画をしてほしいのか。私どもも選べ

て，好きなものを好きなだけボランティアできるのじゃないかなあと思いました。

ここの図書館ではこういうことをしてほしい，何月ぐらいにしてほしいとか，お

互いに自分たちにできるものがあればというふうに思います。 

 

【議 長】 ありがとうございました。情報交換をして，それによって一つの施策が生ま

れてくる形をとってくれればと思います。ちょっと時間が押しておりますので，

この子ども読書活動推進計画案につきましては，現在の段階ではこういうところ

で御承認いただけますでしょうか。今回出た意見についても反映していただきま

す。それでは，６番目のその他の議題でございます。中央図書館・博物館大規模

改修事業について御説明を頂きます。 

 

【事務局】 それでは７ページになります。水戸市立中央図書館・博物館大規模改修工事

について御説明をいたします。１の施設の概要についてでございますが，１，敷

地面積 2,732.88 ㎡，構造につきましては鉄筋コンクリート造，４階建て，地下

１階建て，建築面積が 1,618.48 ㎡，延べ床面積が 4,840.68 ㎡，図書館部分が

2,917.96㎡，博物館部分が 1,922.72㎡，でございます。収容力につきましては，

図書館蔵書約 25 万冊，博物館収蔵品約５万点が収蔵されております。開館は，

昭和 55 年 7 月 1 日に開館した建物でございます。 

続きまして，今回行われる工事の概要でございます。まず，（１）の耐震補強

工事につきまして，耐震スリット設置工事，一般開架室に設置されておりますコ

ンクリートブロック壁の改修工事，また地下駐車場の柱の補修工事を行ってまい
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ります。２の大規模改修工事につきましては，屋上の防水工事のほか，空調設備

工事に伴う天井張替工事やシャッターの改修工事を行ってまいります。トイレの

改修工事につきましては，洋式化を図りまして，ベビーシートの設置を行ってま

いります。４のエレベーター改修工事につきましては，図書館側に 11 人用を１

機，博物館側に荷受け専用のエレベーターが１機設置されておりますが，こちら

は図書館は同じ 11 人規格で設置，改修していきます。博物館側は人と荷物の兼

用のエレベーターに変更してまいります。 

次に，３の整備スケジュールでございますが，平成 28 年 10 月から平成 29 年

９月までの１年間を予定しております。その後，工事の際に移転しておりました

図書及び博物館の収蔵品を戻しまして，平成 30 年４月１日から開館していきま

す。 

４のその他の関連工事でありますが，電気設備工事と機械設備工事を予定して

おります。この他に老朽化しております，消防設備，給排水設備，ガス設備，空

調設備に伴う影響範囲につきまして，一部の照明工事を併せて行ってまいります。

基本的に間取りは変わりませんので平面図は付けていませんが，説明は以上であ

ります。 

 

【議 長】 ありがとうございました。ただ今御説明いただきましたことについて,何か御

質問,御意見はございませんか。ないようでしたら御承認いただけますか。はい,

ありがとうございました。予定をしました議案については以上でございます。終

了に当たりまして，副委員長さんから御礼と感想についてちょっとお願いします。 

 

【委 員】 どうもありがとうございました。ものすごく私，実は勉強させていただきま

した。来て本当に良かったなあと思っていますが，２つほど。委員さんから提言

のありました，予約してもなかなか順番が回らない，そうだなあと思いまして。

ただこれは非常に予測が難しい。図書館は１冊原則というものもございますし，

非常に予測が難しい。指定業者さんの全国規模の情報力でもって，プロとしての

その予測力に期待したいなあと思っているところです。また，中高校生以上の読

書の奨励といいますか，それも私，御指摘いただいてからそうだなあと思ってい

て，共感させていただきました。例えば，高校で図書委員の生徒さんがいらっし

ゃるのですが，そういう委員の生徒さんと組織的に結び付けたらば改善策がある

のかなあと思いました。どうもありがとうございました。 

 

【議 長】 以上をもちまして審議については終了させていただきます。事務局にお返し

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ありがとうございました。以上をもち

まして平成 28年度第１回図書館協議会を終了いたします。 

なお，ただ今から館内を見学する予定でございます。お時間のある方はお願い

します。ありがとうございました。 


