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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 12 月 22 日（木）午後２時から午後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，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年度指定管理者制度導入館利用状況について（４月～11 月）（公開） 

（２）平成 28年度指定管理者制度導入館利用者アンケート結果について（公開） 

（３）水戸市子ども読書活動推進計画（案）について（公開） 

（４）その他（公開） 

    託児サービスについて 

 

６ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  １人 

 

７ 会議資料の名称 

（１）平成 28年度２回水戸市立図書館協議会 

 

８ 発言の内容 

 

開 会 

【委員長】 委員の皆様方，こんにちは。師走の大変慌ただしい中，この協議会にお越しい

ただき，ありがとうございます。今，指定管理者制度を導入された現場を皆様方

に見ていただきました。この後，御協議いただきますが，アンケート調査結果も

出ておりまして，まずまず，順調な滑り出しをしているのではないかと思います。

委員の皆様は，今期からですと指定管理者制度の導入の協議には参加いただかな

かったわけですが，何人かの委員さんには協議していただいて，結果的には導入

を決めていただいたのですが，その導入を決めた責任というのでしょうか，そう

いうものも当然あるのでして。この指定管理者制度が，どういうふうに運営され
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て，利用者にどんなメリットが，またどう改善されなければならないのかという

ことに関して，引き続き，皆様が関心を持って，御協議いただきたいと思います

し，いろんな御意見を頂ければ大変有り難いと思います。 

本日は，図書館指定管理者制度導入後の利用状況について，さらに，アンケー

ト結果につきまして，また，長年の懸案でありました，国と県の計画を受ける形

で策定作業を進めていただいておりました，水戸市の子ども読書活動推進計画案

についてもお諮りをして，御協議いただきたいと思っております。３時半までお

時間をとってありますので，いろんな観点から御意見を頂きたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 ありがとうございます。それでは，水戸市立図書館条例第 14条第４項に基づ

きまして，委員長に議事進行をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【議 長】 それでは，規定に沿いまして議事進行役を務めさせていただきます。まず，協

議に入る前に，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程に基づきまして，会議

録を公開しなければならないとなっております。ついては，会議録署名人を指名

させてもらいたいと思いますが，私の方から指名させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

【議 長】 では＿＿委員さん，＿＿委員さんお二人にお願いしたいと思います。よろしく

どうぞお願いいたします。では，議題に沿いましてお諮りをしていきたいと思い

ます。まず第１号議案，平成 28 年度指定管理者制度導入館利用状況について，

４月から 11 月までが８か月になりますか。その状況について事務局から，内容

の説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは（１）「平成 28 年度指定管理者制度導入館利用状況」について，御説

明いたします。資料の１ページを御覧願います。７月の協議会において，６月ま

での利用状況について報告いたしましたが，11月までの利用状況につきましても，

引き続き４館とも昨年度の同期間を上回っています。中でも，この東部図書館は，

前年度に比べて貸出点数合計で約９％，開館１日当たりの平均で約７％の増とな

っております。また，今年度，指定管理者により，入館者数をカウントすること

が可能となりましたが，西部図書館につきましては，貸出しでは，見和図書館，

東部図書館に続いて３番手となっておりますが，入館者数では，見和図書館に続

いて２番手となっており，映画「図書館戦争」等の効果により，西部図書館を訪

れることが目的といった方が多いように思われます。 

７月の協議会以降に開始した新規事業でございますが，協議会開始前に御覧い

ただきました，育児コンシェルジュの配置，東部図書館児童室のカーペット張替
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え，セルフカフェの設置等でございます。この他，現在，東部図書館，西部図書

館，見和図書館で試験運用を行っております託児サービスの提供を，来年１月よ

り正式スタートいたします。こちらにつきましては，子ども連れの利用者が，読

書や調べものの時間が持てるよう，館内において１時間無料の託児サービスを提

供するというものでございますが，詳細につきましては，この後，議題の（４）

その他で，指定管理者より御説明いたします。説明は，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のありました，１号議案につ

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か。はい，どうぞ。 

 

【委 員】 要するに，指定管理者制度はうまく機能しているというふうに，事務局では御

判断しているのですか。 

 

【事務局】 はい。もちろん事業の評価というのは，年度ごとに，最終的に評価するもので

あります。途中という段階ではございますが，新しい事業，また貸出しなどの利

用増。またこの後，（２）のところでも報告させていただきますが，水戸市にお

いて実施した利用者アンケートの結果などを見ても，そのように受け止めており

ます。 

 

【委 員】 ありがとうございました。 

 

【議 長】 その他いかがですか。はい，どうぞ。 

 

【委 員】 この音楽配信の利用状況はどうなっているのですか。 

 

【議 長】 いかがですか，事務局。音楽配信の中身について，利用状況はどんなものです

か。どうぞ。 

 

【事務局】 ナクソスは，現在 160万点ぐらいの点数を，クラシックを中心にした曲を聴け

るようになっています。前にちょっと申し上げたかもしれませんが，今現在，指

定管理者として，一番の基本と思っている対利用者のところの対応とか，貸出・

返却のところを万全にしていくという方針を，我々は立てておりまして。正直言

って，まだナクソスを精一杯宣伝できていないというのが現状です。これは，私

は来年の課題だと思っています。ですから，こういったナクソスのイベント等を

各館で開いていきながら，宣伝をしていくというようなことは，来年度の計画の

中に入れておきます。そういう形で増やそうと思っております。本当に，数字は

これで一杯ですというほどの数字が出ていないものですから，まだ，浸透させる

までに時間をかけてやりたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

【議 長】 よろしいですか。利用状況についてはどうですか。利用者が多いのですか。 
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【事務局】 まだ，1,000 回行っていないという状況だったと思います。 

 

【議 長】 それは全体で，ですか。 

 

【事務局】 全体で，です。 

 

【議 長】 そうですか。 

 

【事務局】 どうしても，１つの所に全部聞きに行ってしまいますので，そういう統計にし

かならない。各館で，とりあえずＩＤとパスワードを貸し出した数字は出ている

のですけれども。 

 

【副委員長】 各館，全部，この水戸市の図書館全部の。 

 

【事務局】 そうです。内原でも使えるようになっています。 

 

【議 長】 せっかくのサービスですから，もっともっと利用していただいた方がよいか  

と。もちろんＰＲが必要なんでしょうから。 

 

【事務局】 広報活動に。来年は，そちらにも力を入れてやっていきたいと思います。 

 

【議 長】 もちろんホームページには，そのことは載っている。 

 

【事務局】 はい，載っています。 

 

【議 長】 告知はしてあるのですね。 

 

【事務局】 はい。 

 

【副委員長】 目標としては何回ぐらいの数字を目標にしているのですか。 

 

【事務局】 これは本の貸出しと同じような状況で貸し出しているものですから。その都度，

貸出しの状況があるものですから，せめて毎月各館で 100くらいは行きたいなと

思っております。どこまで実現できるかというところは，その地域によって全く

違うというのが今までの経験でもあるものですから，そこのところは鑑みながら，

いろんな形で協力していきたいなと考えております。 

 

【委 員】 はい。 

 

【議 長】 どうぞ。 
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【委 員】 電子図書館は，私も主張していますが。これは窓口を開いておくというのが大

事で。将来を見た場合，物としての本はもちろん大事なのですが，電子化という

のは避けられない状況で。学校教育もそっちの方にある程度いきますので。図書

館もそういう窓口を開いておくことに，まず最初に価値を見いだして，それから

次第に広げていくとか。連携していくようにお考えいただいた方がいいかと思い

ます。もちろん，利用状況が多くなるのは必要だと思いますけど。以上です。 

 

【議 長】 ありがとうございます。後，先ほど育児コンシェルジュ。現場を見せていただ

いたのですが，特に，女性の委員からは感想はありますか。どうですか。 

 

【委 員】 感想という前に，（ウ）（エ）のところですが。育児コンシェルジュが 10 月か

ら既にスタートしているのですよね。それで，託児サービスというものが，来年

１月から開始になりますよね。これは，中身が若干違うのですけれども，どちら

もやるということですか。それとも，どちらか一方になるのでしょうか。 

 

【議 長】 事務局。どうですか。 

 

【事務局】 育児コンシェルジュを先行して開始しておりますが，それはそのまま続けてい

る中で，１月から正式に託児の方もスタートするということです。 

 

【議 長】 両方ということのようです。 

 

【委 員】 そうするとややこしくなるのが，曜日なのですが。（ウ）の場合，西部では，

水曜日から金曜日の３日間ですが，（エ）の場合，金曜日のみということは，水

曜日と木曜日がコンシェルジュのサービスということになるのですか。  

 

【議 長】 要は，水・木はコンシェルジュだけで，金曜日は両方やっているということで

すね。 

 

【事務局】 東部と西部の場合には，金曜日はコンシェルジュと託児が両方一緒に利用でき

ます。逆に見和図書館の場合には，火曜日は託児だけということになります。 

 

【議 長】 見和の方は，金曜日を除いて，平日は何らかの形でそういう子どものサービス

を受けることができる，行われるということですね。よろしいですか。 

 

【委 員】 はい，分かりました。 

 

【議 長】 他に，何か感想があったら女性の委員さん，御発言お願いできますか。読み聞

かせなどやっていらしたようですし。子どもたちも何か楽しそうですしね。はい，

どうぞ。 
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【委 員】 あの，とても子どもたちが喜んでいる様子があるんですね。私，昨日ちょうど

ここで読み聞かせがあったのですけれども。その時も下から言われてきました，

上でやるからと下から言われてきたのですよということで，連れてきていただい

たり，皆さんで仲良くなっている感じがして。その中でコミュニティができてい

るのかなあと思います。お友達作りのできるきっかけにもなっているし，すごく

良いことなので，たくさんの方が利用できるようになるといいなあと思います。 

 

【議 長】 今日はどうか分かりませんが，お子さんは親御さんがお連れになるわけでしょ

うから，お子さんは，多分その前は顔見知りではないですよね。 

 

【委 員】 だんだん来ている間に，仲良くなってくるみたいです。 

 

【議 長】 そういう交流が生まれているということですか。 

 

【委 員】 見和でも昨日あったのですけれども。やはり子育てカウンターみたいなものが

ありまして。そこに皆さん，いっぱいに集まっていて。前とは違った雰囲気が醸

し出されているなあと思って。以前はちょっと寂しかった部分があったんですよ。

ところが今はたくさんの子どもたちが集っているので，これは良い傾向だなあと

思いながら，私たちも見ていました。 

 

【議 長】 友だち作りにも役に立っているということですね。 

 

【委 員】 読み聞かせのコーナーで，昨日午後から民話があったのですが，子どもたちだ

けが来ていてお母さんたちは，こっちで違う本を読んだりして。たまに子どもが

「お母さんもおいでよ，面白いから。」と呼びに行く。そうするとお母さんは，「こ

っちでちょっとあるから，見てなさい」みたいな。子どもたちもちょっと親から

離れられる。今までそれはなかったですね。必ずお母さんとセットで来ていたの

で。それが独立化してきたかなあと思いながら，ちょっと変化がありましたね。 

 

【議 長】 それは，良いお話。 

 

【委 員】 長い目を見て育てていくということが大事でしょうね。温かい目で見ていくと

いうことが大事でしょうね。 

 

【委 員】 口コミというのはこういう場合，意外と働くのではないでしょうか。絆ができ

るということはね。 

 

【議 長】 親が子離れするきっかけにもなるかもしれませんね。それが良いのかどうかは

ともかくとしてね。それ以外にいかがでございますか。特にないようでしたら，
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この１号議案について，御承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。

御承認いただいたことにいたします。では，２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者アンケート結果についてお諮りをさせ

ていただきます。事務局から御説明お願いいたします。 

 

【事務局】 それでは（２）「平成 28 年度指定管理者制度導入館利用者アンケート結果」に

ついて，御説明いたします。資料の２ページ及び別添資料，横長で表のところが

水戸市立東部図書館利用者アンケートと載っている横向きのものですが，こちら

が別添の資料となります。こちらは東部図書館，西部図書館，見和図書館，常澄

図書館の順で綴っているものです。こちらを合わせて御覧願います。 

このアンケートは，水戸市で，毎年，指定管理者制度を導入している全ての施

設を対象に，施設運営の向上に役立てることを目的として行っているものでござ

います。アンケートは，市が作成した各施設共通の質問項目を使用し，実施に当

たっては，市より指定管理者に依頼して行っております。アンケートの結果でご

ざいますが，総合的な施設満足度の「とても満足」，「満足」，「普通」の計，施設

の再利用の「是非利用したい」，「利用したい」，「普通」の計は，各館とも９割を

超え，指定管理者は適切な管理運営を行っていると考えております。このアンケ

ート結果は，今月 13 日より市のホームページで公開しております。資料の２ペー

ジのところには掲載予定となっておりますが，この資料を作成した後，市のホー

ムページで今月 13日より公開しております。図書館のホームページの方にもリン

クを貼っております。各質問項目で具体的に頂いた意見等のうち，改善できるも

のについては，指定管理者と協議の上，優先順位を設定し，対応してまいります。 

この他，別途，指定管理者による「利用者アンケート」の実施を来年１月に予

定しております。こちらにつきましては，総合的な満足度の他，指定管理者が開

始した様々な新規事業についても，質問項目とする予定でございます。アンケー

トの結果は，アンケートの結果がまとまり次第，協議会で報告いたします。説明

は，以上でございます。 

 

【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，第２号議案，平成 28

年度指定管理者制度導入館利用者アンケート結果について，御質問，御意見ござ

いましたらお出しいただけますか。どうぞ。 

 

【委 員】 今の話からして，本，書籍は紹介するのですけれども，反応を見ますと図書を

媒介して人対人ですね。丁寧な応対とか，笑顔とか挨拶とかそういう部分とかち

ょっと目に見えない部分ではあるのですけれども，こういうところが非常に大事

なのだなあと思います。そういうことでまた来てみようとか，子ども連れて来よ

うとか思うのではないかと思うので。施設等については，古くなれば当然壊れて

きたりするのではないかと思うのですが，この人対人の部分，非常にたくさん良

い点としてくれているので，ここは進めていただきたいと思います。以上です。 
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【議 長】 ありがとうございます。特に今の感想について何かありますか。事務局での受

け止め方として。 

 

【事務局】 はい。まず，指定管理者制度を導入した後，やはり対利用者の反応といったと

ころは，非常に重要視するところではありましたが，カウンターでの接遇，応対

につきましても，非常に高い評価を受けていると思っております。この辺は非常

に安堵するところではあったし，期待した以上のところはあったと思っておりま

す。 

 

【議 長】 その他，御質問等ございましたら，はい，どうぞ。 

 

【委 員】 東部と西部ですかね。トイレの要望が随分あるようなんですが，優先順位を付

けて対応をするというお話でしたけれども。そういう意味で優先順位は高いのか

なと思うのですが。いつ頃やるよということも合わせて，もしあれば，教えてい

ただきたいと思うのですが。 

 

【議 長】 事務局どうぞ。 

 

【事務局】 東部と西部の施設。東部図書館は平成元年にできたものでございまして，西部

図書館は平成４年にできた図書館でございます。特に西部図書館などは，図書館

戦争などのことから，多くの方，遠方の方から来ていただくことが多くて，その

際にトイレのことについては，大変指摘されてしまうところであります。来年度，

29年度の予算要求において，東部と西部，両方の図書館において，トイレの改修

について予算要求をしております。ただ予算自体が措置されたわけではございま

せんので，ちょっと歯切れが悪くなってしまうのですが，事務局としては，利用

者の声を重要視して予算要求をしております。 

 

【議 長】 よろしゅうございますか。 

 

【委 員】 ぜひ，予算がおりてほしいと思います。 

 

【議 長】 はい。どうぞ。 

  

【委 員】 私もよく西部に行くので。あれは直さないと駄目ですね。それこそ，市会議員

２人いるのですから，応援演説してほしいわけですよ。このために来ているわけ

でしょう。何か質問でもして，予算を付けなかったら，付けてくださいと言って

くださいよ。そのためにいらしているのですから。 

 

【議 長】 ぜひよろしくお願いします。利用者の声が直接聞けるわけですよね。アンケー

ト調査を通じて。 
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【委 員】 入ってみれば分かるんですよ。私時々利用するものですから。後，歩いている

人がね，開館の時によく利用されるのですよ。良い点は，あそこは体育協会の管

理なんだそうですが，平地をきれいにしてくれたんですよ。どこで声を取ったの

か分かりませんが，そっちはきれいになりました。ただ前から言っている駐輪場

は駄目なんだよね。木は覆いかぶさっているし，明かりが暗い。ですから自転車

の環境も整えていただかないと。車ではなく駐輪の方ですね。あそこは，図書館

の管理と体育協会の管理が交差している場所で，難しいんじゃないのかなあ。体

育協会の方は，剪定もきちっとやるんですけれども，駐輪場の所は誰も切ってく

れないんですよ。自転車，駐輪場に関しては，不満を持っています。ちょっと危

険ですよね，夜になると。よろしくお願いします。 

 

【議 長】 駐輪場はどこの管理になるのですか。 

 

【事務局】 まず，体育施設。スポーツ振興協会の管理に関して，その上位にある体育施設

整備課。そこは回廊の部分と，ゲートボールとテニスコート。これが体育施設と

しています。体育施設ではないのですが，施設として屋外トイレ。回廊の外にあ

る屋外トイレ。そこまでが，そちらの部分で。それ以外の物については，図書館

のものとなっています。 

 

【議 長】 では，駐輪場は図書館。それでは，図書館で責任持って対応お願いします。   

はい，どうぞ。 

 

【委 員】 私も西部図書館は，家に近いせいもありまして，よく利用いたします。夜８時

まで，年間通してやるわけですよね。やはりちょっと暗すぎるかなあと思うので

すね。４月に少し明るくなったような気がしたんですが，多分直されたのかなと

思います。やはりもう少し明るくなった方がいいと思います。 

あわせて，図書館行政は，本当に素晴らしいと思っております。こういうお役

を頂く前から利用していたので。というのは，新聞雑誌が読めて，本も 10冊もお

借りできて，ありがとうございましたと言ってくださって。ああ，図書館行政は

素晴らしいなと常々思っております。こういうお席を頂いてからは，それだけで

はなくて，いろんな観点から学んでいきたいと思っております。 

それから，指定管理者制度になってから，結果的には良かったなと思っている

ことなんですが。指定管理者制度になってから，ある図書館に参りました。係の

方がたまたまだったと思いますが，全員立っていらしたんですね。持っていきま

すと受付してくださるのですが，どなたも立っていらしたんですね，研修をなさ

ったのかもしれませんけども。指定管理になるとこんな感じに受付をなさるのか

なと。ちょっとオーバーというかね。自然じゃないですよね。もっとさりげなく

てよいわけで。ちゃんと椅子もあるわけですから。その時には，違うお仕事をな

さっていてもいいわけだし。また別の日に行きましたところ，それはありません

でした。私は，ほっといたしました。以上です。 
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【議 長】 何かございますか。指定管理者の責任者として。見和の館長さん。 

 

【事務局】 接客の対応とか，そういうところは，我々は当たり前と思っております。スー

パーに行って，レジの方が座っている所はないと思うのですね。我々は客商売な

ので，基本的に立っていて当たり前というのが，我々の接遇の研修でも，いつも

申し上げております。それから，人にきちんと目線を合わせてお話をしろとか，

そういうことを接遇で，きちんとやっておりますので，それが少し守られていた

のかなあと思います。とても有り難いです。どうもありがとうございます。 

 

【議 長】 ありがとうございます。トイレは，東部と西部というだけで問題になっており

ましたが，その他の図書館については，トイレの内容はどうなんですか。 

 

【事務局】 見和図書館は開館 11年で新しい図書館ですので。常澄につきましては図書館

のトイレではなくて，庁舎のトイレを使用しているので。もともと庁舎のトイレ

もきれいになっております。 

 

【議 長】 その他はいかがですか。はい，どうぞ。 

 

【委 員】 このアンケートに悪い点が何か所かありますよね。すぐに改善できるものもあ

りますけれども，やはり少し時間がかかったりするものとか出てくると思います。

改善方法はどのようにするのかをお願いします。 

 

【議 長】 事務局いかがですか。先ほどプライオリティをつけて，優先順位を付けてとお

っしゃっていましたが。 

 

【事務局】 こちらについて，もう少し具体的に説明します。先ほど申し上げましたように，

具体的な頂いた意見の中で，悪い点については，指定館と協議の上，優先順位を

付けて対応してまいります，ということで先ほど説明があったのですが，さらに，

このアンケート自体は，毎年行っているものでございます。今年は初めてだった

ので，アンケートを実施したというところで，ホームページで結果が公表されて

います。来年度は，この悪い点の方の，具体的に頂いたものの中で，このように

対応してまいりましたということの前年度の報告と，本年度のアンケートの結果

と，来年度からは２本立てという形になります。ですので，来年度以降は前年度

の結果とアンケートの結果ということで，御報告させていただけると思います。 

 

【議 長】 よろしゅうございますか。来年１月には，独自の調査をなさるということです

ので，その結果も合わせて，プライオリティを付けていく必要があるのでしょう

ね。 
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【事務局】 どうしても，市で行うアンケートというのは，市の中の行政改革課。行政改革

を行う担当の課でございまして。そこが作る質問項目を使用します。そうすると，

水戸市の中で数多くの指定管理者を入れている施設がある。それを全て共通の同

じ質問でするので，総合的な満足度以外は，あまり突っ込んでないところがござ

います。そこについては，今度１月に指定管理者が行う利用者アンケートで，個

別にいろいろ立ち上げたサービスなどのアンケートも利用者から頂けるという

ことで。その辺も期待しているところでございます。こちらについては，協議会

の日程等の都合があるので，はっきりとは申し上げられませんが，協議会の場で

御報告させていただきます。 

 

【議 長】 ありがとうございます。それ以外でいかがでございますか。特になければ２号

議案について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。３号議案は，水戸市の子ども読書活

動推進計画（案）についてお諮りをさせていただきます。内容について御説明い

ただけますか。 

 

【事務局】 それでは，既に郵送してございました水戸市子ども読書活動推進計画（案）と

併せて，添付してございました水戸市子ども読書活動推進計画（案）協議会意見

一覧と関係各課意見一覧を基に御説明申し上げます。関係各課の方に計画の意見

を求めた一覧が２ページ目に付いていると思います。11 月の初旬に２週間ほどか

けまして関係各課に意見を求めたところ，十数項目の意見がございました。かい

つまんで，御説明を申し上げます。その意見に基づきまして，この計画（案）の，

赤く字が染まっている部分は，その意見を反映した形になっていると御理解いた

だきたいと思います。 

それでは１ページ目。まず，関係各課の方でございますが，０歳から 18歳まで

が子どもとなっている。対象者の定義は，冒頭でやった方がいいのではないかと

いうことで，１ページ目に本計画で対象とする子どもは，０歳から 18歳までです，

ということを持ってきてございます。 

２つ目。現況と課題。本市の現況のところで，以前，７月の報告をさせていた

だいた時に，推進という文言が現況のところに入っていたわけですが，現況を説

明するときに，推進というのがあるのは違和感があるということで，それは削除

してございます。 

３番目に，現況と課題についてのところで。現況と課題とが結びつくような表

現を追加されたいということから，３ページから８ページにかけて追記をさせて

いただいております。赤く文字が変わっている部分については，追加，訂正をし

たところでございます。 

次に４番目，学校司書についてのところで，５つの意見が出てございます。学

校司書を配置し，とかなり突っ込んだ言い方をしておりましたが，議会等の答弁

を踏まえて，学校司書の配置を検討するという，少し含みを持たせる形に弱めま

して。それは，例えば８ページの今後の課題の２段落目の下から２行目。線が引
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いてございますが，学校司書配置への切替えを検討すると。この切替えというの

は，現在，学校図書館支援員というものが，学校司書の役割を担いながら，学校

図書館の環境整備，主にデータベース化への諸準備を行っているところでござい

まして。その役割を担っている学校図書館支援員から，将来的には学校司書へ切

替えをしていきたいということで，若干表現を弱めてございます。 

次に，下から３段目ですね。目指す姿というタイトルに対し，「自発的に子ども

を育てるまち・みと」としてはどうかという提案がございました。こちらは９ペ

ージです。この目指す姿ですね。最初は自発的に読書をする子どもを育てる，で

切ってございましたが，まち・みと，という言葉を追加することで，より身近な

ものになるという印象もございますし，この方がより自分たちに近いという感じ

がするのかなということで，訂正をいたしました。 

計画の目標に具体的数値目標を掲げては，ということで，これも９ページに計

画の目標として新たに追加したものであります。まず，水戸市の子どもの図書館

登録率ということで。これは図書館基本計画（第３次）の中で，やはり有効登録

者数を引き上げていくということを大きな目標として掲げており，それとつなが

るものでございます。現在の 37％から４年後には 45％に引き上げていきたい。そ

して児童書の年間貸出点数。これを４年後には 50万冊から 60万冊に引き上げて

いきたい。それと子ども一人当たりの貸出点数にいたしましても，現在５点これ

を６点に引き上げていきたいという，３つの目標を設定したところでございます。 

次のページには，基本施策３，学校図書館，学校司書の配置というのをうたっ

ているが，配置した上で何を行うのか，ということが大事だろうという指摘がご

ざいました。これについては，17ページに，基本施策３，学校の読書環境の充実

というのがございますが，③学校図書館の運営というのが入ります。これを新た

に２番と３番の記述を分け，学校図書館資料の整備，充実とありますが，この一

部を③の方に分けて，学校図書館の運営の充実として，学校司書が具体的にやっ

ていくことについて記述をさせていただきました。そして最後に，市立図書館の

利用促進についてということで，以前のものは 17ページに表があったものを７ペ

ージへ移動しまして，３ページから８ページにかけての記述を訂正したというこ

とでございます。 

続きまして，前回の協議会とそれ以降に委員長さん，副委員長さんと打合せの

中で，頂いた意見をまとめて，計画に反映したものでございます。順番に説明し

ていきますと，まず，いろんなものの見方があると思うが，生涯学習の観点から

本から学ぶ，本で学ぶといった子どもたちを育ててほしいというような御意見を

頂きました。それが９ページの目指す姿の中に記述をしているところでございま

す。 

次に，市立図書館の 10代向け読書活動推進対策として。ヤングアダルトコーナ

ー以外に具体的施策の展開はあるのかということで，20 ページから 21 ページに

かけて，⑥⑦⑧が追加になり，様々な青少年向けの施策の展開を盛り込んだとこ

ろでございます。 

次に，ボランティア間の連携，協力のできる場が欲しい。これについては，上
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位計画の図書館基本計画（第３次）の中にボランティア連絡協議会の立ち上げと

いうのがあり，その施策の中で対応していこうと考えております。10代の子ども

たちに広く本の世界を体験できるように，東京の大書店ツアーを開催してはどう

かということでございますが，例えば，本が出版されてから図書館の書架に並ぶ，

そして利用者の手に渡るまでの流れのようなものを図書館の講座に位置付け，本

を出版社が集めて，装備して，図書館にデータを付けて，出ていくという流れを，

子どもたちが市内の書店に出向いて，そのような流れを肌で感じてもらうという

講座とか，そのような講座を図書館の中で位置付けるのは可能なのかなと。そう

すると，予算措置そのものは余り考えなくてもできそうなのかなということで，

良い提案を頂きましたので，考慮に入れながら，実施していければいいなと。こ

れは，別にこの計画の中に具体的に書かれてはいませんが，青少年向けの読書振

興という中に位置付けてやっていければと考えております。 

協議会後に寄せられた意見ということで。子どもの成長段階と主な具体的施策

の関連図の中に家庭の役割を入れてほしいということで，12ページでございます。

この表の一番左，年齢の脇に，家庭の役割という部分を新たに設けました。家庭

の中で，子どもと親の努力によって，子どもと本の触れ合いを，本を楽しむ環境

づくりを習慣化することを，親子の読書の中で進めていくことが重要であると御

指摘を頂きましたので，家庭の役割という項目を追加させていただきました。 

そして最後に，関連図。高等学校の欄の中に施策を入れてほしいということで。

前回のこの関連図での高等学校の部分では，行政機関の施策の中にインターンシ

ップの受入れぐらいの記述しかなかったものですが，高等学校という学校の中で，

様々な読書活動や読書を巡る様々な取組を入れると同時に，図書館利用促進のた

めのＰＲを行政機関としては団体貸出も含め，学校と連携していく必要があるだ

ろうということから，新たに入れたものでございます。以上，追加，変更の項目

について，御説明をさせていただきました。 

 

【議 長】 ありがとうございます。ただ今副館長さんから御説明のありました，水戸市子

ども読書活動推進計画（案）につきまして，手直しをした部分を中心にお話を頂

きました。御質問，御意見がございましたらお出しいただけますか。はい，どう

ぞ。 

 

【委 員】 東京の大型書店に子どもたちを連れて行くというのが，予算措置の関係で簡単

にできないというのは分かるのですが，こうすればお金がなくてもできるのでは

ないかというのは，それはぜひやってほしい。前にちょっと申し上げたことはあ

るのですが，美浦村の教育長の門脇さん。今度退職したんですけれども。あの方

が何を最初にやったかというと，取次店に頼んで，見本の本 1,000冊，2,000冊

を広げて，子どもを呼んで，本がこんなにあると。ここから好きなものを選べと

したんですね。これはお金をかけないでできるのですよね。取次店と協力しても

らえれば。直接でもいいし。例えばブックエースを通してでもできるのですけれ

どもね。こちらの引受団体の方だってそういったコネがあるはずですからね。そ
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ういったことができるのですよね。その無料でできるというのはぜひ実現してほ

しいと思いますね。子どもらに感動を与えるというのがね。こんなにいろんな本

があるんだ，たくさんあるんだと。どれに焦点を置くかは別として。東京に行っ

てみれば，すぐに分かることなんですけれども。今おっしゃった無料でやるとい

うのは，どういう形かで実現して，関心のあるお子さん方を含めて，ぜひその本

の世界の広さみたいなのをやってほしいと。後，本は自分で作れると。これは結

構やっているのですけどね。自分で作って仕上げる。ただ装丁とかそっちの方か

らのアプローチが多いので，そうではなくて，自分で本を作る。和本で私は段取

りをやったことがあるのですが，和本の先生を呼んで，和本は例えば丁数が決ま

ってますから。丁数も自分で決めて，ストーリーは自分でやって，挿絵も付けて。

江戸時代の絵本がそうですよね。広げることはできると思いますから，ぜひお願

いします。 

 

【議 長】 今，委員さんからお話のあった意見についていかがですか。事務局，何かあり

ますか。 

 

【事務局】 指定管理館の館長さんもルートがあるかと思いますので，相談しながら現状で

できる範囲で取り組んでいければと思います。 

 

【議 長】 その他いかがですか。どうぞ。 

 

【委 員】 図書館に直接関係はないのですけれども。御覧になった方はあるかと思います

が，ＪＡで「ご飯とお米」という作文コンクールがあるんですよね。茨城県下で

９点，全国に出すのですけれども。今年は内閣総理大臣賞と，それから農水産大

臣賞に２人が出たんです。農林水産大臣賞は国田の義務教育学校で受賞したので

す。そこの児童が。作文力ということ。これは，非常になかなかすぐには力が付

かないものなのですけれども。それと同様に，読解力というのもすぐには力が付

かないのですね。読解力イコール読書と。イコールとまではいかなくても，読書

をしなくては，なかなか読解力は身につかないと思うのですよね。今，ずっとお

話を聞いていると。図書館は図書館でやっていて，学校は学校でやっていると思

うのですが，学校と図書館の連携が少し分かりにくいかなあというところがある

のですけれども。学校でいうと，最大の読書環境は先生なんですね。ただ教師で

も，今の先生は本を読んでいるのか心配なんですけれども。それ，ちょっと心配

なところはあるのですが。後で 先生にお話を伺いたいのですが。学校を見ると，

図書館の方では，学校に団体の貸出しとか，あるいは将来的に学校の図書館の支

援とか，あるいは司書の設置というのを考えているということですけれども，学

校と市立図書館との関係がもう少しはっきりしないところがある。学校では，一

体どうなのかというところを，それぞれに聞きたいところです。以上です。 

 

【議 長】 それでは，図書館と学校の関係から。 
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【委 員】 学校，学校教育における子どもたちの読書活動という観点からいうと。茨城県

の子どもたちは，県の「みんなにすすめたい一冊の本」の事業というものがあっ

て，冊数を読むと県から賞状が貰えるんですね。50冊を読むと，県の教育長賞を

教育長から。300冊を読むと，県の知事から立派な賞状が贈られます。そういう

県の事業もやってますし，各学校においても，秋のシーズンなどには読書推進月

間とか読書推進週間とかを設けて，かなり子どもたちの読書活動の施策は，各学

校で工夫してやっていると思うんですよね。小学校は，特に全国的な学力学習状

況調査結果などと比較しても，例えば水戸市の子どもたちも，本をたくさん読ん

でいるんですね。ですから，そのテストの結果も，国語に関しては非常に算数よ

りも良好という状況もありますので，決して読んでなくはない。小中学生は，本

は比較的読んでいると私は思います。それが高校生になると途端に読まなくなる

という現実があるので，せっかく本が好きになったはずの子どもたちがどうして

生涯に続くような読書活動につながっていかないのかなあと。そこが小中学校の

印象，教育の課題，将来につながる読書好きを育てたいですよね。小学校時代，

中学校時代読めばそれでいいのかという問題ではないので，その子の人間形成に

おいて，やっぱり読書は非常に大事だと思いますので，将来につながる読書活動

は，小学校中学校通して大きな課題だと思います。 

それともう一つ。市立図書館との連携というところでは，ぜひもう一度詳しく

御説明していただけると有り難いのです。水戸市の図書館さんから学校に司書さ

んが派遣されていて，月に２回，１か月に２回のペースですよね。各小学校に派

遣されていて，将来のデータベース化を目指して蔵書の点検をしたり，廃棄の本

を選定したり。来た日は，朝から夕方まで終日じっくりとやってくださって。な

かなか先生方，忙しいですからね。なかなかそこまで手が回らないのが現実なの

で，助かっています。これは私の私見ですが，話は別になりますが，今年市内の

学校の５か所だと思うのですが，プールを一般の市民の方に開放したんですね。

これ初めてなんです。市内にいくつか公立のプールがあったので，初めて市内の

５か所の小学校のプールを一般に開放したんですね。かなり利用者があったんで

すよ，夏休み中。学校の図書館も例えば，土曜日曜に一般の方に開放して，本好

きのお近くの方が小学校中学校の図書館に行って本を読んだり，あるいは子ども

たちに読み聞かせをしていただいたり。そういった団体やサークルが多いので，

本を選びに。平日でもいいのですが，土曜日曜に小学校中学校の図書館に来て本

を選んでくださるような。そういう学校図書館の一般開放ですかね。そういうこ

ともやっていいのかなと。学校というのは，私たち職員，教員のものではなくて

地域の方のものだと思っているので。我々は今，そこに任されているだけのこと

なので。そういった取組も将来的に広がっていければいいかなと。 

 

【議 長】 はい。大変有り難いお話です。事務局，学校と市立図書館との連携についてお

願いします。 
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【事務局】 __委員から御紹介がありましたとおり，学校図書館支援事業という事業名を冠

しまして，この４月から開始したところでございます。とりあえず小学校 32 校

の学校図書館の整備ということで，５名から６名の職員が学校に出向いて，環境

整備を行っております。今，一般の方への学校図書館の開放というお話もありま

したが，その際にどんなものが学校図書館にあるのかということが，現在なかな

か分かりづらい環境にあり，目録とか台帳が必ずしもきちんとしていないという

中で，書架に行って，書架の目の前から選ぶという現状でございます。それを簡

単に言えば，コンピューターがそこにあって，ちょっと検索をして，どこに何が

あるのかが明らかになる。そういうことになれば，更に学校図書館の活用の度合

いは高まっていくと思いますし，我々が今それをやろうとしている。その入口に

立ったところでございます。そのようなことを将来的に，夢を描いている状態で

ございます。それと団体貸出という制度は，ずっと図書館の中で行われていまし

て，学校のクラスごとの文庫委員さんから要請があって利用されるという場合と，

先生から個別に授業で使いたいというものに対する貸出しと，さらに，学校や図

書館から図書館の職員が本を選んで学校へ届けて，それをクラスの中で使ってい

ただくという３つの形をとって，団体貸出しのサービスを行っているところでご

ざいます。 

 

【議 長】 ＿＿委員からお話がありましたように，学校の図書館の管理についてもここだ

けで対応しきれないところもあると思いますので，ぜひ市立図書館でもいろいろ

お諮りいただければと思います。それ以外に何か御意見ございますか。はい，ど

うぞ。 

 

【委 員】 ２つあるのですけれども。１つはヤングアダルトというか，10 代のことが，

20 ページ，21 ページに追加されてよかったなあと思います。まず，＿＿委員か

らもお話があったとおり，高校生になると読まないということがあって。私の高

校時代は，学校でも毎月決められたものを読んで感想を書きなさいという学校だ

ったのですけれども。先日，徳島の駅前に入っている図書館で隣に保育所もある，

保育施設に視察に行った時に，高校生のイベントとしてみんなに読ませたい本を

図書館主催でやっていたんですね。そういう高校生，大学生の中でもそういうこ

とをやれば，一定の本の好きな子はやっぱりいるわけですし。そういう取っ掛か

りから何かやったらいいのかなと思って，僕は読みました。 

もう１つは各課の意見から出ている部分で，先ほど御説明のあった学校司書の

表現が弱まったとお話が，御説明があって。確かにそうで，この点は非常に残念

だなあと思っています。というのは，１つは学校図書館法が配置を努めるように

しなさいという，一歩踏み込んだ法改正があって，議会としては学校司書の配置

を求めて，前回一致で採択ではあったのだけれども，小中学校１人で専任で置い

てほしいということがあったんですね。だから，当面その支援員，８ページで言

いますと，切替えを検討するとか流れとしては，事実そうなんだと思うのですけ

ど。特に，その前の計画と比較してみたんですが，将来的に専門職として学校司
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書を配置し，きめ細かな対応をできるようにしていくことが肝要だと。特別そん

なに確定的に書いていたわけではないよね，というところがあって。もう一つ後

ろのページですね，17ページ。今回も，前回は各学校図書館に学校司書を配置し

ていくように努めますということで，要するに法律そのまま書いているだけのも

のだったんで，課題としては，それがあると。法律もそのように努力を求めてい

る中で，せめて 17ページ，この学校司書の表現がないというのも，どうなのかな

と。せめて法律の趣旨ぐらいは努めますというようなところは，残しといてもら

えないのだろうかと，そういう気がしまして。議会に身を置くから言うわけでは

ないのですけれども，議会答弁と整合を図る，それはそれで役所としては必要な

ことだと。お立場ではあるとは思うのですけれども。この検討するとか研究する

とかは，多くの場合，間を空ける，やらないということの別の表現なんですね。

表現が非常にあるものですから。そういう点で言うと，計画上はもう少し高い目

標というか，せめて法案が求める趣旨は書いといていただけないのかと。私とし

ては，ぜひ早く平成 32年度までの計画だというのですが，なるべく早くそういう

方向に行ってもらいたいという気持ちを込めて，そういう意見です。 

 

【議 長】 ありがとうございました。今の御意見についていかがですか，館長さん。 

 

【事務局】 ＿＿委員さんのおっしゃるとおりでございます。私どもの方でも図書館だけで

計画が作れるのであれば，そういった表現を十分できるのですけれども，関係各

課，政策企画課等々ございまして。特に総研の方と調整をしますとどうしても，

こういった形になってしまうということを御理解いただきたいということ。あと，

計画期間が４年間ということでございますので，今進めております学校図書館支

援事業も，４年後にはある程度結果が出るのかなというところでございます。そ

の時にまた見直していく。その見直しを元に考えていきたいと思っているところ

でございます。あと，先日 11 月の末頃，学校図書館のガイドラインが出たとい

うことで，そちらを見ていきますと，うちの方で進めているような事業の内容が

そのまま載っていますので，学校の方，教育委員会の方でも新たな考え方ができ

るのではないかと。そちらの方にも期待しながら，４年間頑張っていきたいと思

いますので，御理解お願いします。 

 

【議 長】 御理解いただきましたか。 

 

【委 員】 苦しい立場は分かるのですが，人的配置換えも伴うので慎重にしたいという役

所サイドの立場なんでしょうけど。法律はそういうことですので，それによって

効果が出ている自治体の例も。牛久などでは，書棚を見ると学校の子どもたちが

学んでいる傾向がよく分かるとか，あとは，もう少し挑戦させてあげたい本を司

書さんがそこにいればリアルに紹介できるとか，いろいろ良い例があるので，な

るべく早くできるように。今やってらっしゃる支援員の方もそういう目標を持ち

ながら，頑張っていただければなあと思います。 
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【議 長】 鳥取などは知事の英断なんでしょうけども，学校に司書を置くということを全

県で打ち出してますね。それ以外いかがですか。 

 

【委 員】 御存知の方も多いのかもしれませんが，私分からないのでお伺いします。ここ

にある朝の一斉読書，これはどのくらいの割合で現在行われているのか，教えて

いただけますか。 

 

【議 長】 事務局いかがですか。朝の一斉読書について。５校なのか 10校なのか。 

 

【事務局】 ちょっと気になりまして，水戸市内の総合教育研究所の担当の先生にお伺いし

ましたところ，小学校で 100％。毎日が７校，週数回が 14 校，週２回が８校，月

数回が３校。小学校では 100％でございます。中学校については，15校のうち 14

校が実施。ですから 15 分の 14 が実施していると。毎日が９校，週数回が４校，

その他が１校。義務教育学校。これは国田小中学校ですが，小中ともに実施とい

うことで，ほぼ 100％に近い形で実施されていると思います。 

 

【委 員】 ありがとうございます。もしお分かりいただければ。その読書の本は自分で用

意するのか，それとも何か指定があるのか。本は自由なのでしょうか。それとも

テーマがあったりするのですか。 

 

【事務局】 ＿＿委員がお詳しいと思いますが，おそらく指定はしてないですね。 

 

【委 員】 自由ですね，はい。家庭から持ってきたり，借りてきたり，あるいは学級文庫

とか，学校の図書館から借りて自由に読むというスタイルですね。 

 

【委 員】 良いことですね。はい，ありがとうございます。 

 

【議 長】 よろしいですか。はいどうぞ。 

 

【委 員】 ９ページの所から少し質問したいのですけれども。いろいろ，年間貸出件数な

ど目標が上がってますね。この目標なんですが。積極的に何か取り組む方法があ

るんでしょうか。以前に，他の市で取り上げている貯金通帳みたいなやり方でや

っていますよとお話ししたんですけれども。あと，子どもたちはシールとかが好

きで，そこにシールを貼ってもらうと貸出しが増えていくなどと聞いております

ので，何か新たに取り入れていくことがあるんでしたら，お聞かせ願いたいと思

います。またこれから予定があるのでしたら，ぜひともお伺いしたいと思います。 

 

【議 長】 分かりました。事務局いかがですか。 
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【事務局】 現状行っていることは，新たに小学１年生になった子どもたちに子ども向けの

利用案内を配るということです。もし予算があれば，例えば，図書館を利用する

専用の袋と図書館の利用カードをセットで，あるいは本まで配れるのが一番良い

のですが，それを新たに小学１年生になる子どもに配れたら，図書館に興味を持

ってもらうのに良いのかなという思いがあります。ですが，本については 1,500

円から 2,000円くらいしますので，難しいのかもしれませんが，袋ぐらいは。利

用カードは図書館にたくさんございますので，袋を作る予算があれば何とかなる

のかなと。予算要求が絡みますので，ここは検討をさせていただきたいと思いま

す。 

 

【議 長】 はい，よろしいでしょうか。その他は。はい，どうぞ。 

 

【委 員】 このことは何度も話題になっているんですよね。なかなか実現できないですけ

ど。前は予算で何百万とかかると答弁を頂いたんです。ただどういうふうにする

かで変わってくると思うんです。私は，親子で読書なんて言ってますけど，親の

いない子もいるので，必ずしもそれがいいとは限らないんですけれども。工夫す

れば何かできるんじゃないですかね。シール貼るとか出ましたけどね。 

 

【議 長】 そうお金をかけなくても，できることはあるんじゃないかなと思いますね。 

 

【議 長】 その他にいかがございますか。どうぞ。 

 

【委 員】 すみません。１つは，先ほど出ました学校図書館司書については，大分後ろ向

きの表現になったなあと。ちょっと残念だなあと思いましたという感想です。あ

と，もう１つは，朝読書の話が出ましたが，朝の読書の時間に，私はボランティ

アで小学校の方に行っています。すばなしです。今年は城東小学校の方で１年か

ら６年まで全クラス，もう１人のボランティアの人と２人でやっています。そう

いうところで，子どもたちに外部からですが，読書につながる活動をできると思

うんですね。そういうボランティアとか，先ほどいました支援員の方ですか。多

分一生懸命活動をされていると思うんですが，目に見えない形で今活動されてい

るので，もう少し何か目に見える形で学校の子どもたちに向けて，ブックトーク

のような形で本を紹介してあげるとか，そういったものを，年に何回かやってく

ださると。図書館の司書として本を知っている方ですので，目に見える形で子ど

もたちとか親に向けてそういったものを。毎回本の整理ではなく，そういったも

のを含めていただけると，もっと広がっていくんじゃないかと思いました。以上

です。 

 

【議 長】 非常に大切な御指摘だと思いますね。例えば，１年間を振り返って支援員の人

たちはどういうことをやって，どういうふうに効果が現れたかをまとめるような

ことも非常に大切ですし。それを広げることによって支援員の輪が広がっていく
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ことをぜひ吟味していただいて。はい，どうぞ。 

 

【委 員】 私，十代の青少年の図書館利用ということで，昔の経験なんですけれども，私，

勝田の中学校から那珂町の中学校に転校した覚えがあるんです。勝田の中学校で

はやってなかったことを，那珂町ではやっていたんですね。それは書写という授

業があったんですけれども。 

 

【議 長】 書道の。写すんですよね。 

 

【委 員】 はい。写すんですね。その時には１年生はこの本，２年生はこの本と決まって

いたんです。例えば，今は自分で書くという作業をあまりしないことが多いんで

すね。今はパソコンとかでみんなやって，印刷すれば，出てくる。もしもみんな

が，同じ目的で文字だけを書いている。静かな空間。何か落ち着く。それも文字

になっているものをもう一回。なんでせっかく文字になっているものをもう一回

文字にするんだと，みんな思いながらやるんですが，精神的に落ち着くものだっ

たり，「あ，この字はこう書くんだったけ。」と確認になったり，いろんなことを

考えながら，結構やっている。ああいうのを学期の中で１時間やり，「自分で好

きな本を選んできなさい」と言うと，図書館に行って選んだり。そういうきっか

けにもなるのかなあと思います。 

 

【議 長】 はい，分かりました。１つ，そういう御提案ですので，御検討いただけますか。

大変申し訳ございませんが，３時半までということなのですから。まだちょっと

議題がありますので，私から１つ。この後，決定までのプロセスがどうなるのか

と。私，文字を書いて生計を立ててきた人間なものですから，気になるのですが。

出会いと配布という字が混合して出てくるんですね。出会いというのは，出るに

会社の会，会合の合とか。出会いというのは，人と人が会った時だけ，会の方を

使います。それ以外は，合の方を使ってますね。それと配布というのは，配る布。

付属の付と使い分けが本来あるのですが，この原本の中には両方出てくるんです。

ですから，配る配布の布。布で統一してもらうと。これは成案を作る時に気を付

けてもらうと。プロセスだけ，ちょっとお願いします。 

 

【事務局】 はい。今後，図書館協議会を再度，年明けに予定しており，そこで最終的な報

告をさせていただきます。 

 

【議 長】 次回の協議会で。 

 

【事務局】 はい。関係各課の合議をへて，教育委員会に報告をして，そして後は公布が決

定して，公布ということになります。 

 

【議 長】 その間に市民からの意見を聞くとかは。 
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【事務局】 それにつきましては，この計画の担当をしている政策企画課に相談しましたと

ころ，上位計画の図書館基本計画が市民の意見を取り入れて作られているという

ことから，特段必要がないと確認しております。 

 

【議 長】 そうすると，大体年度末くらいですか。 

 

【事務局】 はい。年度末に決定をします。 

 

【議 長】 はい，分かりました。それでは，この３号議案について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号議案を御承認いただいたことにし

ます。その他に，御用意いただいている託児サービスについて，御説明お願いい

たします。 

 

【事務局】 託児サービスですが，先ほどお配りしたものを御覧ください。現在 11 月の末

から，「図書館でハグくみたいむ」というチラシを見ていただければ，お分かり

かと思いますが，私ども一回決めたら，このとおりやるという気持ちがあまりな

くて，必要に応じて，いつでも直していこうという気持ちがあります。ですので，

いろんなデータが出てくるかもしれません。それを考えて，次回につなげていき

たいという形を取りたいと考えております。それから，お手元に育児コンシェル

ジュの業務日誌というのが配られているのですが，生々しい業務日誌です。これ

読むと誰だか分かってしまうということもありますので，誠に申し訳ありません

が，ここだけの資料とさせていただきます。お帰りの際は，テーブルに置いてい

ただければ。それで回収させていただきます。ここで言いたかったのは，実はこ

れは一週間後の形で。実は，このお母さんがコンシェルジュを待っていて，始め

は泣きながらお話をしていたそうです。コンシェルジュがいろんな形で話をして

いったら，最後は本当に良かったと言って，笑顔で帰ってくれたという報告を受

けたんです。それがこの二つのところにつながったものですから。こういうこと

もコンシェルジュをやっている中で出てきましたということを皆さんに報告し

たいと思いまして，わざわざ配らせてもらいました。これが，ハグくみたいむの

託児にそのままつながっていくと考えております。やはり，そういったお母さん

の輪とか。そういうのも全部含め，今まで図書館の敷居が高かった人たち。そう

いう人たちをできる限り呼び込みたい。私，託児をして，本を読んでいたお母さ

んに直接お話をお聞きしました。「久しぶりで本を読めた。この 30 分でも 40 分

でも，自分がフリーになれる時間，これがとっても大事なんです。これで私は本

当にまた気持ち良く過ごせる。」という話を頂きました。ぜひとも，こういうこ

とをきちんと続けていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。 

【議 長】 ありがとうございます。 

 

【事務局】 それと，もう１つ。「イクメンパパとハッピーママに贈るわくわく子育て講座」
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というチラシがございます。これは見和図書館での事業です。みと好文カレッジ

とタイアップして。お母さんには，子育て，親業ですね，それをやって，お父さ

んと子どもたちは写真を撮る。どうやったらうまく写真が撮れるかという講座を

２月 11 日にやる予定でございます。市の方とタイアップして，いろんなことを

やっていくのがやはり良いことだと思いますので，今後とも続けていきたいと思

っております。裏に申込みの用紙もあります。今後ともよろしくお願いします。 

 

【議 長】 その他の図書館のイベントなどございましたら，御紹介いただけますか。今の

ところ，よろしいですか。その他のサービスを中心に見和の館長さんから御説明

いただきましたけれども，御質問，御意見ございますか。どうぞ。 

 

【委 員】 私自身が，子どもが幼稚園の年長と２歳の子どもを持っているんです。やっぱ

り小さい子どもがいると，図書館って敷居が高くて。どうしても子どもが騒いで

しまうんじゃないかという心配があって，冷や冷やしながら図書館に行く。行き

たいんですが，やっぱり短時間で済ませて，ささっと帰る感じで。育児コンシェ

ルジュの方がいてくれたり託児サービスがあったりというのは，お母さんにとっ

ては，すごく嬉しい話だと思いますね。今日この業務日誌を見て。水戸市は転勤

族の方が多くて。私が所属している団体で，０歳児向けの親子向けのサロンもや

っているんです。転勤でよそから来た方もたくさんいて。そうすると，お友達も

いないという人もたくさんいるんです。特に０歳児のお母さんで，第１子が０歳

児だと，話し相手が誰もいないお母さんがたくさんいて，やはり家に引きこもっ

てしまうお母さんが，たくさんいるんです。そして，昼間は自分と赤ちゃん二人

きりで。もういっぱいいっぱいになっちゃうお母さんがたくさんいて。この業務

日誌にありますが，話を聞いてもらえるだけでも全然違うんです。そうですよね

と言ってもらえるだけで，すごく心が休まるので，こういう事業はどんどん拡散

していただきたい。やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【議 長】 大変有り難い御意見でございました。参考にさせていただきたいと思います。   

その他ございますか。どうぞ。 

 

【委 員】 先ほど見学に行って，部屋の匂いがちょっときつかったですけど。あれは。ア

ロマの匂いですか。 

 

【事務局】 あれは，輝梅という香りを水戸仕様に作ってもらったんですが，季節によって

噴射の時間を少し変えたりもしています。締め切る時と開けた時と微妙なところ

で，ちょっときつくなってしまうことがあるかもしれません。もう少し考えてい

きたいなと思っております。 

 

【議 長】 匂いの強弱というのは，調整できないんですか。 
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【事務局】 噴射時間を短くするということで，調整をやっております。前よりも落とした

んですが。少し匂うようであれば，例えば側に扇風機を置いて拡散させるとか。

いろいろ考えていかなくちゃいけないなと思います。 

 

【議 長】 敏感な方と鈍感な方があるんですね。 

 

【委 員】 そんなに，私は気になりませんね。 

 

【委 員】 私は少し気になります。 

 

【議 長】 いろんな方がいるということを前提にお考えいただいたらと思います。時間が

迫っておりまして，大変恐縮ですが，その他の案件については，御承認いただけ

ますか。では，４号議案については御承認いただきました。事務局にお返しする

前に，副委員長さんからお礼，感想などを御披露ください。 

 

【副委員長】 たくさん御意見を頂きまして。時間がまだまだ足りないくらいですが，でも時

間も迫っております。全部の方の御意見はまとめ切れないものですから，恣意的

にまとめさせていきたいと思います。 

最初の御質問。開口一番，委託は上手くいっているのかということで。予想以

上に上手くいっている。良かったなと安堵して聞かせていただきました。 

子どもの読み聞かせについて，委員から，私が想像する以上の効果がありとい

うのを頂きまして，なるほどなあと。つまり子どもに読み聞かせる。そうじゃな

くて，子どもにコミュニティができると。そうすると親をまた引き込んでくると。

子どもの成長というのがそこで見えるんだというのがすごく感動して聞きました。 

あるいは，改善すべき点はたくさんあるようで，他委員からありましたトイレ，

駐輪場ですね。それから暗すぎる問題。安全に関わることですので，事故起こし

ては何の意味もないということなので，私からもぜひとお願いしたいところです。 

子どもさんの観点で行けば，子どもに感動を与えるイベントを何か。先ほど読

み聞かせの会ばかりでなくて，何かすると子どもたち自身が動き始めるんだなと。

そういった意味では，今回，前のデータを改訂した時に高校生に対する読書支援

というのを，その中に学校との関連も書いていただいて。図書委員さんがいらっ

しゃって，その生徒さんを使って投げかけると，ひょっとしたら生徒さん自身で

成長なさって。他の学校の生徒さんと連携を取ったり，図書館に集まってくると

素敵だなと思いながら伺いました。 

結局は，様々ありますけれども，学校への図書館司書の配置は，委員さんがお

っしゃるとおりでありまして，やはり残念で、そういう図書館司書が仲立ちにな

り，高校，中学校，小学校の生徒児童さんが読み聞かせの時みたいに，それぞれ

に動き出す。そんなことがあったらすごいんじゃないかなと思いました。至らぬ

まとめでございますけど，本日はお忙しい中お集まりいただき，良い御意見を頂

きまして，お開きにしたいと思います。 
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【議 長】 ありがとうございます。では 事務局にお戻しをいたします。 

 

【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。本日頂きま

した御意見は，今後の図書館運営に反映させてまいりたいと存じます。以上を持

ちまして，平成 28 年度第２回水戸市立図書館協議会を終了します。ありがとう

ございました。 


