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７ 会議資料の名称 

（１） 平成 28 年度第３回水戸市立図書館協議会 

 

８ 発言の内容 

 

開会 

【議長】 では，議題に入らせていただきます。本日，その他を含めまして８つ議題がござい

ます。まず第１号議案，平成 29 年度図書館運営方針及び重点課題（案）についてお諮

りをさせて頂きます。事務局から御説明をお願いします。 

 



【事務局】 それでは資料の１ページの方をお願いいたします。平成 29 年度図書館運営方針及

び重点課題（案）について御説明いたします。はじめに運営方針でございますが，

昨年度策定いたしました第３次図書館基本計画と，今年度策定いたしました子ども

読書活動推進計画に基づきまして，図書や資料の収集等をはじめ，学校図書館と連

携をし，子どもが読書に親しめる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，引続き，施設の安全性を高めるために耐震工

事の方を進めてまいります。重点課題といたしましては，例年通り，図書館資料，

レファレンスサービスの充実，図書館資料，新聞紙面の電子化，学校図書館支援事

業の推進，子どもの読書活動の推進，地域の特性を生かした図書館づくりの推進，

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等を挙げて

おります。説明は以上です。 

 

【議長】 ありがとうございます。ただ今，事務局から御説明を頂きました第１号議案におき

まして，御質問，御意見がございましたらお出しいただけないでしょうか。ほぼ例年

通りという事ですが，特に御意見，御質問はありませんか。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， 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございます。では，第２号議案に移らせていただきます。平成 29 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。事務局から御説明をお願いしま

す。 

 

【事務局】 それでは資料の２ページ目をお願いいたします。平成 29 年度予算の主な事業につ

いて御説明いたします。アの平成 29 年度予算，１番目の項目，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，運営維持関係経費の合計の金額でご

ざいます。こちらが４億 466 万円，24 万４千円の増となってございます。 

次に，資料費が 5,563 万 7 千円，昨年度と同額でございます。施設整備費が 2 億

3,310 万円，2,440 万円の増でございます。こちらの施設整備費につきましては，工

事契約金額に合わせて平成 28 年度予算を減額補正いたしまして，同額を平成 29 年

度予算にしたものでございます。２か年の中央図書館，博物館の耐震工事全体額は

４億 1,740 万円でございまして，こちらも変更はございません。合計で６億 9,339

万７千円が平成 29 年度図書館の予算でございます。 

続きまして，イの学校図書館支援事業でございます。こちらは 3,740 万５千円で

ございます。学校図書館充実のため支援員を２名増員するとともに，蔵書管理シス

テムを小学校に導入してまいります。事業の詳細につきましては後程説明してまい

りますので，こちらでは省略させていただきます。 

次にウの親子で絵本事業につきましては 150 万６千円でございます。水戸市保健

センターの７カ月児健康相談の際に図書館の職員とボランティアとの協働で絵本の



読み聞かせを行い，その中から気に入った絵本をプレゼントするという事業を行っ

ております。平成 28 年度は，３月５日現在，29 回実施しておりまして，2,076 人の

方に本をプレゼントしております。来年度の事業日程につきましては表のとおりで

ございます。プレゼントしている絵本につきましては，資料のとおり４冊ございま

して，こちらの中から１冊選んでいただいております。 

続きまして，３ページのエの中央図書館・博物館耐震化事業でございます。こち

らについては，平成 28 年度から耐震補強工事，エレベーターの改修工事，空調設備

工事等を行っております。工事の進捗につきましては，順調に進んでおります。工

事後につきましては，荷物や本の戻し入れ，リニューアルを行ってまいります。 

続いてオの施設修繕でございます。こちらは 400 万円でございます。老朽化した

設備の改修工事を行ってまいります。 

次にカの指定管理者制度の導入についてございます。平成 28 年４月から中央図書

館，内原図書館を除く４館に導入がされております。予算額は１億 9,781 万９千円

でございます。こちらの事業の詳細につきましても後程説明がございますので，こ

ちらでは省略させていただきます。説明は以上です。 

 

【議長】 ありがとうございます。事務局の御努力で同額の予算を確保していただいたという

ことで，大変ありがたいことであります。施設整備の中で前回トイレの改修について

御要望が出ましたが，それについても実現をして来年度中に実施をしていただけると

いう見通しがついたということです。ただ今の御説明，第２号議案について御質問ご

ざいますでしょうか。 

 

【委員】 全館の洋式トイレ化や暖房便座化については，いつ頃終わりますか。 

 

【事務局】 東部図書館と西部図書館以外は暖房便座が入っております。中央図書館は今改修

工事を行っています。皆さんから御意見をいただきまして，今年度予算要求をした

ところ 400 万円という配当を受けました。この金額で設計をしまして残っている分

をどれだけできるかというところの調整でやっていくと思いますので，できるだけ

努力をして解消していく方向で進めてまいりますので，よろしくお願いします。 

 

【議長】 その他いかがですか，何かございますか。 

 

【委員】 ３ページのエの中央図書館・博物館耐震化事業については，平成 28 年度と平成 29

年度の継続事業という事ですけれども，そうすると平成 29 年度中にはこの工事が完了

して平成 30 年度中には中央図書館と博物館が再オープンするという見通しでやって

いらっしゃるのでしょうか， 

 

【事務局】 中央図書館と博物館の耐震化につきましては，７月いっぱいの工期を予定してお

ります。そのあと内装の追加の工事をしてちょっときれいにしたい部分もあります



ので，これが終わってから本の戻し入れをし，その後来年の４月１日リニューアル

オープンという予定で計画をしております。 

 

【議長】 それ以外にございますか， 

 

【委員】 ２ページのウの(ア)ですが，「親子で絵本事業」の事業日程で，何時から何時ぐらい

までの何分間というのはわかりますか。 

 

【事務局】 こちら一日中ではなくてその曜日によって，午前中の９時ぐらいからという時間

と，午後の開始の１時ぐらいからと，その曜日によって日によって違います。 

 

【委員】 それでは，一覧表にしてどこのボランティアが受けるのかわかるようにはっきりと

するのですね， 

 

【事務局】 そうです。年間でもうすでに日程は決まっているので，今日こちらの表にしたの

は日程だけなので日にちしか書いてないのですけれども，詳しい日程表がもう出て

おりますので，それをボランティアさんにお示しして御都合の良い時間に来ていた

だくことになっております。 

 

【委員】 わかりました。ありがとうございました。 

 

【議長】 それ以外はいかがでございますか，ございませんでしたら，採決させていただいて

よろしいですか，では第２号議案について御承認いただけますか， 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございました。では第３号議案に移らせていただきます。学校図書館支

援事業の推進についてお話をさせて頂きます。先ほど御説明で２人追加をしてさらに

充実させるという事でお話がありましたが，事務局から御説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは御説明させていただきます。この前の 12 月の図書館協議会でいただきま

した御意見を計画に盛り込み，２月に教育委員会の関係課長会議に諮りました。関

係課長会議では文言や表現について御意見を頂き，計画として全体を見直しました。

その後教育委員会議でも論議を頂き教育長の決裁を経て，無事に３月７日に計画が

策定されました。学校図書館については，今回の子どもの読書活動推進計画の期間，

この４年間は学校図書館支援員がついて，学校図書館に入りまして読書環境を整え

ることに力を入れてまいります。学校司書の配置についてですが，この４年間の学

校図書館支援員の成果を踏まえ，第２次子どもの読書活動推進計画に生かせるよう

に努力していく所存です。また 10 代の青少年向けには図書館ボランティアの体験，



図書館のホームページに 10 代向けのコーナーを作るなど，新たな施策を開始してい

きます。ここに４月から，この計画をふまえ子どもの読書活動の推進を進めていき

たいと思います。このたびの子どもの読書活動推進計画の策定にあたって，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。簡単に説明させていただきまし

た。 

 

【議長】 大変申し訳ございません。ちょっと急いでいて議事の進行を間違えまして，第３号

議案については水戸市子ども読書活動推進計画ということで間違えました。失礼しま

した。計画について御説明いただいたのですね。 

 

【事務局】はい。 

 

【議長】 私の手違いで申し訳ありません。冊子ができておりますが，概要について御説明い

ただきましたので，この案件について御質問，御意見があれば出していただけますか。

内容につきましては，前回までに皆様にいろいろ御審議いただいて完全に成文化でき

たと，最終決定したということで受け止めて頂いたと思います。 

 

【委員】 一つだけいいですか。 

 

【議長】 どうぞ。 

 

【委員】 いま御説明があって，12 月の協議会の時にも申し上げた件なのですが，17 ページ  

の学校図書館関係の支援員の活動で充実を目指すというそれ自体は勿論良いことなの

ですけれど，いわゆる司書配置の見通しという点でいうと，参考資料で 27 ページに図

書館法の第６条が載っていますけれども，もっぱら図書館の職務に従事する職員を置

くよう努めなければならないというのがあって，請願の採択となっている流れで，若

干表現が後退しちゃったのではないかという話を前回したという記憶があるのですが，

そこからもそういう表現が無くなっちゃったのかなあという気がちょっとしているの

です。今，御説明の中で，４年間の成果を見て検討をするという話なのですが，その

辺はどうか，ここ以外に書いてあるのか無いのか，ということがあるのですが，その

辺の調整の考え方というか，目指す気持ちはあるのかというところを聞きたいと思う

のですがいかがでしょうか， 

 

【事務局】 今，担当からも話がありましたように，この計画期間が４年間ということでござ

います。それで，現在進めております学校図書館支援事業を３年から５年にかけて

計画しておりますので，今年度も２人ほど支援員が増員になって，来年度は中学校

の方に広げていくと。そして小学校の方は蔵書システムを導入して，だんだん図書

館も変わっていくと思うので，これからまた２人だけではなくて来年度もまた増員

を要望して，１週間に最低１回は回れるようにということで，５年間それをみてそ



の後検証をしながら各校に１人ずつ置くのかということを進めていきたいというこ

とで，教育委員会の方でも御不満な点は重々承知ですけれども，こういう表現にな

ってしまうので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

【議長】 いかがでございますか。 

 

【委員】 そうですね。この間の図書館協議会の議論だとか，法の趣旨に沿った形で，支援員

の活動で準備が整って，いよいよ配置というような日が来ることを是非期待をしたい

と思っております。 

 

【議長】 要望がございましたので，図書館だけでどうにかなるものではないので，市長部局

の力が必要なのでしょうけれども，御努力いただきたいと思います。それ以外いかが

でございますか。 

 

【委員】 全体についてなのですが。 

 

【議長】 どうぞ。子ども読書推進活動について。 

 

【委員】 ３ページなのですけれども，７か月児健診の時に絵本をプレゼントするというのを

されていますよね。その時にそれに来られない方には渡せない，その方たちに対する

支援はどのようにされているのですか，お聞かせいただけますか。 

 

【事務局】 来られなかった方には，あらかじめ７か月児健診のお知らせの中に図書館で受け

取れるということで御案内を差し上げております。ですからその後，短く期間は決

まっているのですけれどもその間に来ていただければすぐにお渡しできるようにな

ってはございます。 

 

【委員】 そうしましたら，どれぐらいの確率といいますか，人数といいますか，後からでも

取りに来られる方がいらっしゃいますか。 

 

【事務局】 数は少ないけども，それなりにいらっしゃいます。 

 

【議長】 特に取りに来られる方は活動が熱心と言いますか，非常に興味をお持ちな訳ですか

ら，そういう方々は，失礼ですけどもほっといても大丈夫なわけですね。取りに来ら

れない方はそういう意識を持っていただく必要があるので，そういう方のフォローア

ップはきちんとしなければいけないと思いますし，もう年度で区切るのではなくて，

私はその後でも期間をこえてもお見えになった方に対しては差し上げるという対応を

していただく必要はあるのかなあと思います。なにしろそのフォローアップが大切だ

という事だけはきちんと認識して対応していただきたいと思います。それ以外でいか



がでございますか，  

【委員】 この子どもの読書活動推進計画というのは，親の負担や学校の図書館支援事業と切

り離して別個のものとして考えることはできないと思うのです。一体になったもの，

融合と思うのですよね。例えば私の孫なのですが，学校で 50 冊読んで賞をもらったと

か，要するに簡単なものですが。やはりこういうことは市の図書館とか学校図書館だ

けの活動なのかと，あるいは市の図書館の活動なのかそういう事について私はわかり

ませんけれども，やはり切り離していかんということはないと思うのですが，一体的

なものなのかというふうに考えて，学校には小さい子供が成長していくにつれてやっ

ぱり支援というものが必要なのかなと思います。推進計画の中に学校図書館関係とい

うものが入っているのでしょうか，それとも全体的なことを考えて，図書館だけの活

動とお考えなのでしょうか， 

 

【事務局】 計画の 17 ページに基本施策３，学校の読書環境の充実という項目がございまして

そのような学校図書館の資料の整備や運営面に対する支援というようなことでうたっ

てございます。それ以外に 20 ページに，図書館と学校図書館の連携という視点から，

未就学児，幼稚園，保育所，そして中高生向けの様々なサービスで，ここでもまた別

立てて期待をしているところでございます。 

 

【議長】 大きな柱に据えていただけるようです。その他，いかがでございますか，  

 

【委員】 ８ページの，今後の課題について。今の若いママたちはスマホなどを赤ちゃんのお

もちゃにして保育していることがちょっと問題になっていると思うのですが，やはり

あの年齢から読書に親しむことは保護者と一緒にやるのが一番良いと思うのです。 

それで私も考えたときに，ハミングパークとか子育て広場の方に月に１回とか曜日

が決まってみなさんお集まりになっていますけど，そこに地域のボランティアなどの

方がたくさんお手伝いにみえています。その方たちと一緒になって読み聞かせとか，

保護者というのはそこで情報交換もしたいと思うのですけれども，そういうものも含

めながら読み聞かせをしたり，若いママたちにも読書の楽しさだとかを教える事をし

たり，あとは学童保育とか，そういうところにも活用できるのではないかと思うので

すけれども，子ども課等と連携するということは考えられるのではないでしょうか，

その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

 

【事務局】 おっしゃるとおりであると思います。図書館においてもボランティアの養成，特

に読み聞かせという部分でそういうものを，つい先日も＿＿委員の指導の下にそう

いう講座を開いてですね，特に親子で絵本の読み聞かせとか，親子で絵本とは先ほ

どの７か月健診時に赤ちゃんに絵本を配るという事業でございますが，そういうと

ころでの読み聞かせボランティアとか，あるいは一般的に図書館の様々な行事の中

で，あるいは中央図書館ですと隣接する３世代交流センターで，例えば図書館から

本を，特に絵本を貸出してそこでボランティアさんあるいはお母さんと赤ちゃん，



小さいお子さんたちが本を自由に利用するとか，そういう環境をつくるために本の

貸出を支援するとかですね，そういうものを含めて読み聞かせ，特に読み聞かせの

ボランティアの養成，発掘，そういうものに力を入れているところでございます。 

 

【議長】 よろしゅうございますか。子育て活動と読書推進活動のミックスといいますか，相

乗効果みたいなものを，そういう意識をスタッフのみなさんがお持ちになってボラン

ティアの方々にも訴えかけていくというような連携をうまく図れると，この制度の相

乗効果とか出てくると思いますので，ぜひよろしく御対応をお願いします。それ以外

にございますか。 

 

【委員】 推進計画の 20 ページの基本施策２の，②幼稚園，保育所等の図書館見学会の実施と

ありまして，ああこれはとっても良いのではないかしらと思いました。本好きのお父

さん，お母さんを見ていらっしゃるお子さんは，図書館に行く機会があるかと思いま

すね。主にお父さんですが，特に土曜日，日曜日の図書館にお子さんを連れて行って

本当に良いなと思っております。 

ただ，本好きのお母さんを持ったお子さんはとても良いと思いますが，図書館まで

足を運ぶという保護者の方ではないお子さんに関しましては，こういう機会に図書館

に訪れて絵本のいっぱいある状況とか，もしかしたらそういうところで読み聞かせな

どをしていただいたら，子どもさん自体が本に興味を持つなど，本が好きになるよう

な機会を持って，それが例えばお父さんお母さんにお話をして，図書館に来るなんて

こともあるかと思いますが，この施策は素敵だなあと思いました。実際もうすでにや

っていらっしゃるのですか。 

 

【事務局】 おかげさまで，内原図書館周辺の幼稚園，あるいは小学校，つい先日はリリーの

小学校，飯富の近くにございますよね，あちらからわざわざうちの方にバスで乗り

付けまして，１年生の全クラス，バス２台でおいでいただいて，図書館の施設見学

と読み聞かせと，図書館の中の冒険みたいな時間を少し作って，図書館の中の何か

珍しいものを発見しようみたいな事で，例えば閉架書庫がボタンを押すと自動で動

くよとかいうことで，そういったことも図書館利用の一つのきっかけになればと考

えております。 

 

【議長】 それ以外ございますか，ございませんようでしたら採決に入らせていただきます。

第３号議案について御承認いただけますでしょうか， 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございました。御承認いただいたことにいたします。では第４号議案に

うつ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。事務局から御説明をお願いします。 



 

【事務局】 平成 28 年度指定管理者制度導入館利用状況，平成 28 年４月から平成 29 年２月に

つ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。第２回の協議会に

おいて，11 月までの利用状況について報告いたしましたが，２月までの利用状況に

つきましても，４館とも昨年度の貸出点数を大きく上回っています。４館合計で前

年比約９％，東部図書館においては，前年比約 11％の貸出点数増となっております。

１月以降に開始しました新たなサービスでございますが，第２回の協議会において

指定管理者より報告いたしました，託児サービスの提供を１月 17 日より正式にスタ

ートいたしました。また，行政視察を見和図書館で２回，西部図書館で１回受け入

れいたしました。この他，本市教育委員会定例会の所管施設の視察を東部図書館で

行い，指定管理者より運営状況について説明を行いました。説明は以上でございま

す。 

 

【議長】 指定管理者からの追加の補足の説明というのはあるのでしょうか， 

 

【事務局】 御質問がなければ，特にはございません。 

 

【議長】 そうですか。わかりました。では，ただ今，御説明を頂きました第４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るでしょうか。２月までですから

11 カ月ですか，結果が出ております。私の感触といたしましては予想以上の成果が出

ているのではないかなと思います。数字になっていると思いますが，是非ここについ

ては，前々から申し上げておりますが，我々協議会の責任もあるものですから，いろ

いろな御審議，御意見を頂ければと思います。 

 

【委員】 ただ今の議題の５ページの一番下ですが，セルフカフェの設置をしていただきまし

た。これは評判といいますか，売上についてはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 ちょっと正確な数字ではないのですが，見和図書館と西部図書館がだいたい月平

均で 600 杯から 700 杯，東部図書館については若干少なくて 300 杯前後の杯数がで

ております。 

 

【委員】 実は私の所は，障害者団体の連合会で，昔からわんぱーく・みとなどに自販機を置

かせていただいております。ですから売り上げについてどうなのかなあと思いまして。

なかなか成績は良いと思いますよ。ありがとうございました。 

 

【委員】 大変申し訳ないのですが，ここ一年間なさって，ＴＲＣの責任者としてどんな印象

をお持ちになって，どんなところを改善していく必要を感じていらっしゃるのか，率

直なところをお聞かせ願いませんか。我々が審議するにあたって伝えて頂けますか。 

 



【事務局】 概ね全体を見渡した時には，比較的利用者も増えていますし，冊数も伸びており

ます。それから，私もちょっと今までに経験がなかったのですけれども，育児コン

シェルジュ，託児，これは本当にＴＲＣの中でもヒットしたというふうに考えてお

ります。今朝もそうですが託児なんかの場合ですと，もう９時半頃からお母さんが

待っているのですね。 

 

【委員】 そうですか。 

 

【事務局】 はい。見和図書館の場合は特に若い世代がたくさんいるという事もあって，ほと

んどの時間，満杯になるような状況が出てきました。これだけ使っていただけると

いうと，やはり今まで図書館に来られなかった人たちに対するサービスということ

からすると今まで図書館ではいろんなことをやりましたけれども，一番良いサービ

スじゃなかったかなと感じております。 

 

【議長】 まさしくニーズがあってそれを掘り起こせたという事なのだろうと思います。それ

と是非次のところでも結構ですが，地域性，水戸市内の地域性というよりは茨城県の

地域性とか他の都道府県との対比，そういうところもお分かりになったら，ちょっと

後程でも結構ですからお聞かせいただけますか。他に御意見いかがでしょうか。 

 

【委員】 今の育児コンシェルジュについてなのですけれども，先日東部図書館の方で，ボラ

ンティアをやりたい，絵本の読み聞かせをやりたい人たちの講座を担当しました。そ

の時に「子連れでいいのですか，それとも子連れじゃないほうがいいのですか。」とい

うような問い合わせが多数あったのですね。それでたまたまそれが土曜日だったもの

ですから，これが月曜日から何曜日と決まっているのですよね。それが土曜日などイ

ベントの時にではないですけど，そういう特例の時にもコンシェルジュいますよ，と

いうふうになれば参加する人も多分いっぱいになると思うので，そういうところで特

例みたいな形で，そういうイベントの時にもやっていただければとてもありがたいシ

ステムだなあと思いました。とにかくコンシェルジュの方たちが，読み聞かせやって

いるからどうぞ参加してくださいよと，いろんなことで協力して下さるのでとっても

ありがたいなあと思っております。 

 

【議長】 経費の問題もあるかもしれませんが，いずれにしても今後の課題ということで是非

検討いただければと思います。それ以外いかがでございますか，特にございませんよ

うでしたら採決に入らせていただきます。この案件について御承認いただけますでし

ょうか。 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございました。では次の議案に移らせていただきます。第５号議案，平



成 28 年度利用者アンケート結果についてお諮りをさせて頂きます。こちらはＴＲＣさ

んから御説明をお願いします。 

 

【事務局】 アンケート結果を１枚にまとめてあります。それから現物もお手元にあったと思

いますが，おおむね全体的な満足度といたしましては，ほとんど 80％，まあ常澄図

書館が 82％でちょっと低かったのですが，ほぼ 80％以上の方に満足いただけたかと

思います。コンシェルジュのことについては先ほども申し上げましたけれども，本

当にお母さん方の喜びの声というものが多々聞かれます。「本当に来てよかった」と

か，「早く図書館に来ればよかった」とか，そういうようなことがお母さん方から直

接私も聞くことがありますので，本当によかったなあと思っております。 

それからその他のサービスの所では，やはり我々の周知がまだまだ至らないとい

う部分があります。どうしても好き嫌いという部分もありますし，そういったもの

が説明しないとわからない部分，そういったものもひっくるめて来年度の課題とい

うふうに考えております。このところでイベントを通じていろんな形でこういった

サービスを充実させたいと思っております。来年はこの数字がもう少し上がるよう

に頑張りたいと思いますので，よろしくお願いいたします。そしてまた来年の１月

には同じように利用者のアンケートをとってまた公表していきたいと思います。 

 

【議長】 先ほど私からお尋ねした案件についてもお答え願いますか。地域性，他の都道府県

でもたぶん体験なさってらっしゃると思うので。 

 

【事務局】 そういう意味で私，茨城県に来て，筑西からだと今年でちょうど３年になります

が，地域性というと，熱しやすく冷めやすい部分というのがちょっとあるのかなあ

というような感じがいたします。 

そうすると今後の事という時に，担当１年目というのはかなりの状態だと思うの

ですが，２年目からというのは本当に勝負だと思っております。ですから２年目，

３年目というのを非常に大切にしていきたいなあと考えております。これは地域性

というのとは別かもしれませんけども，私，長い間図書館の立ち上げを，新設館を

やってきたのですけれども，ここで言えることは，１年目というのは必ず前のとこ

ろより伸びるのですね。そして，２年目も伸びるのです。３年目が実は一番大事で

３年目に力を抜くと，そこで大体横ばいになります。３年目に横ばいになったら４

年目は下がります。間違いなくそういう状況が生まれます。 

ですので，この２年目，３年目が重要になって，一番大事なのですね。この時に

どれだけいろんなサービスとか，そのものを定着させるか，ということを図ってい

くということが，特に熱しやすく冷めやすいという部分においてはそういう事が必

要だと思います。そこのところに力を入れるために，先ほど申し上げましたように

新しいサービス，こういったものを充実させていくといったところに力を入れてい

きたいと思っております。ちょっと的外れかもしれませんけれども，そういったこ

とも鑑みて運営にあたっ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。ぜひ貴重な体験をなさってらっしゃるのですから，それ

を水戸の図書館のために利用していただきたいと思います。それと私から一つ質問さ

せていただきますが，不満の数というのは少ないのですか。これがいっぱい波及をし

てしまうという可能性もありますから，特にその３年目以降にむけて，こういう不満

はきちんと拾い上げて，どこに問題があってどういう解決策が打ち出されるかと，そ

ういうところを突っ込んで議論していただくと将来に繋がっていくと思うので，今後

ともよろしくお願いいたします。この案件について御質問，御意見がございましたら

お願いします。 

 

【委員】 今，委員長さんがおっしゃった通りなのですけれども，私が子どもの時代から考え

ると，学校図書館にしても市立図書館にしても天と地ほど違いがあるのですよね。本

当に素晴らしいなと見学させていただいて，伺ったりして，委員長さんがおっしゃっ

た通り，それでも 100％ではないのですよね。どこかしら不満なところがある。説明

がうまく届いてないという部分があると思うのですが，この 0.1%とかいう数字なので

すが，もし具体的に分かれば教えていただきたいし，多分こういう事かなあと類推で

きることであればお伺いしたいなあと思うのです。 

 

【事務局】 実はアンケートにフリーの部分というのがあるのですけれども，これは私どもの

材料にさせて頂いております。公表はさせて頂いてないのですけれども，我々の中

で一つ一つ見ながら，各館何がということは議論させていただいております。 

そして私どもの，私自身もそう思っているのですけれども，いわゆる苦情という

か，よくない不満の声というのはその裏にその 100 倍があるといわれているのです

ね。その部分に。だから，一つ嫌だと言われた部分に 100 人嫌だよという部分があ

る，１人いたら裏に 100 人いるのだというふうにいつも認識しています。そういう

ところを考えていくとやはり，好き嫌いの部分はどうしても出ちゃうのですけれど

も，そこのところはある程度目をつぶらなくちゃいけないなと思いますが，やはり

一番大事だと思われるところはスタッフの接遇とか話し方，それからお断りしなく

ちゃいけなくても，どうしてお断りしなくちゃいけないかという理由説明，という

ところをきちんとしていくことがとても大事なことだと思っております。 

ですから，一番初めの時，託児のところも実は託児って定員が最大５人で，４人

でいっぱいになってしまうのです。年齢によって各定数が違うものですから，そこ

のところで４人で終わっちゃう場合がある。そうでなければ例えば５歳の子どもだ

ったらあと１人大丈夫，でも１歳の子どもはもうだめ，というような微妙なライン

があるのですね。そういったこともどうしてかっていう事を，私なんかは受付票の

ところに何歳児が 0.3 とか 0.5 とか数字があるのですが，その数字を見せて，国の

基準よりも少し厳しいのですけれども，どうしても人の命の安全という事から考え

て，こういう事でお断りしているのですと丁寧に説明しているつもりです。 

ですから，それも全館に徹底していくようにして，そういった事をきちっとやっ



ていくという事で御理解いただけると思っております。託児の人から逆にものすご

いクレームがあったとかはほとんどなかったです。空いている時間をお教えしたり，

１時から比較的空いているのですよとか，そういった声掛けですね，そういった事

が一番大事なのかなと感じております。 

ですから，それは他のサービスについても同じことで，均一したサービスをする

ことが一番大事だと思います。見和図書館だからできた，東部図書館はできないと

か，そういうのはいけないと思っているので，あとどうしても少し大まかな業務だ

とマニュアルというのは決まっているのですけれども，一つ一つの所で若干ローカ

ルルールが存在しているようなので，そういった事を是正してやれるように，来年

度から少し私どもも体制を変えまして，そういったところで風通しが良くなるよう

にやっていくつもりであります。 

今日たまたま来ておりますけれども，我々のところでも通常ですと館長がいて副

館長がいてそれをサポートするサブのメンバーがいるのですけれども，この副館長

と言われるのが，我々の会社の言葉でいくとチーフと言っているのですけれども，

そのチーフをまとめる役のチーフを１人つけます。そして全体を見回すことによっ

て，業務を均一化できるようにということで努力していきたいなと思っております。 

 

【議長】 図書館というのは，私は本当に市民へのサービス業だと思っています。みなさんが

いろいろ御努力いただいて，利用者の好評を博していただいているのですが，今，中

央図書館が閉館されていて，内原図書館で中央図書館の業務をやっているのですが，

プロパーの市の職員とＴＲＣの方々のスタッフ，その方々の意思の疎通というものを，

もう少し図っていただいて，本当のサービス業はこういう事だと，あのプロパーの方

には失礼ですけれども，そういう意識付けも必要なんじゃないかと，ひいては将来の

水戸市全体の図書館の運営に非常に役に立っていくと思うのです。官民交流とはそう

いうところに意味合いがあるわけですから，是非これを機会にプロパーの職員もいろ

んな意味でサービス業に徹するための自分たちの研修なのだという思いで一緒にいろ

んな議論をしていただくとありがたいなと思っておりますので，よろしくどうぞお願

いします。それ以外いかがでございますか。 

 

【委員】 最後の利用状況の中にですね，５館のうち４館は指定管理がやられているのですが，

１館，内原図書館は市がやっているというお話を聞きましたが，その内原図書館も前年

度と比較しましてそんなに大きな違いはありませんよね。指定管理の図書館と直営の内

原図書館の前年度比較の伸び方が，そんなに大きく違いがなく，内原図書館も直営だけ

ど伸びていると。これは何か大きな相乗効果がなかったのですかね。 

 

【議長】 いかがでございますか。今，中央図書館館の方々は内原図書館で作業していらっし

ゃるのですが，どうぞ。 

 

【事務局】 伸び率という事に関して言えば，今直営でやっております内原図書館，指定管理



と同じように見えるのですが，分母になる数が 10 倍近い数字の中の伸び率ですので，

やはりここは指定管理者の伸びた数字の方が顕著と言えるかと思います。 

 

【議長】 それ以外に御意見ございますか， 

 

【委員】 いろいろなサービスの方法についてという事で，図書館のホームページなのですが，

ちょっとさびしいなといつも見ていて思うのですね。やはり今，ネットの時代なので，

そういう意味でももう少しホームページの充実というものを，どちらがやられるのか

わからないのですけれども，中央図書館の方でやってらっしゃるところと，各館ごと

のページというのは，あそこも全部一緒なのですかね，もう少し各館のホームページ

ごとの，もう少し館ごとの特色を出すとか，何かもうちょっと手を加えてもいいので

はないかなあと感じております。 

あと，ボランティアのお話会などを私たち一同でやっておりますけれども，そうい

うところのいろいろな催し物についても，もっとホームページ上で何かこうもっとＰ

Ｒしてもらえると，さらにもう少し利用者の方も気が付いてくれるのかなあと思いま

す。 

また親子で絵本の事業についても，ホームページから探索しますとなかなか出てこ

ないところがあります。こないだちょっと見たのですが，保健センターの方のページ

でも 7 か月健康相談のところに親子で絵本事業が載ってないんですよね。ですからも

う少し保健センターの方でＰＲを入れて頂いたり，あと図書館の方でももう少し，先

ほどの議論にもありました，遅れてしまった方，取りに来る方が少なくなるというの

も，それはもっとＰＲして頂きたい。水戸市のホームページからいくと，親子で絵本

と書いてあってもそれが何なのかちょっとよくわからないのですよね。もう少し何か

ＰＲの手段があればいいかなあと思います。 

 

【議長】 大変ありがたい意見です。ぜひ事務局から御回答お願いします。 

 

【事務局】 貴重な御意見をありがとうございます。ぜひそのようにさせて頂きたいと思いま

す。 

 

【委員】 「託児残りあと何人ＯＫ」とか出ていると，「あ，じゃあまだ間に合うかも」と行く

人がいるかもしれません。託児はあと何人大丈夫とか。 

 

【事務局】 保健センターの方にも載っていないという話は，我々も心得ておりまして，申し

入れはしているのですがなかなか反映されなくて。そういう事を含めまして，ボラ

ンティアの方もいろいろ関わっていただいておりますし，いろんな物がＰＲできる

ような図書館のホームページにしてまいりたいと思っております。 

 

【委員】 図書館の全体のホームページからそれぞれの図書館にアクセスすれば，さらに楽に



繋がるような仕組みはできないのでしょうか， 

 

【事務局】 図書館のホームページに繋いでいただくと，各館の入り口に，中央図書館，東部

図書館，西部図書館と６館のそれぞれの入り口があって，そこをクリックすると関

連記事がいろいろと出てくるというふうにはなっているのですけれども。 

 

【委員】 それぞれの館の中身については，それぞれの館が責任を持ってきちんといろんな情

報を網羅しているというかたちなのでしょうか，それとも中央図書館が全部コントロ

ールして情報提供しているのでしょうか。 

 

【事務局】 中央図書館の方で集約をいたしまして，行事でしたら行事関連と集めて，時々の

ものに反映させております。 

 

【委員】 それぞれの預かっている館の方にしてみると，ご自分の館のＰＲをしてどんどん来

ていただきたいというのがあるはずですよね。ですから全部中央図書館がコントロー

ルするのではなくて，それぞれの館にお任せをして情報量を少し増やすことをしても

良いのではないでしょうか。どうでしょうか，ＴＲＣさん。 

 

【事務局】 そこのところ，我々ではまだ手が回らなくて入れられないところです。ただやは

り作るところは一つの方が良いのかと思います。そういう仕組みができれば別なの

でしょうけれど。 

 

【議長】 ただ，情報量として実際にボランティア活動をされていて，図書館をバックアップ

していただいている委員さんからの御指摘で情報量が少ないということでしょうか。 

 

【事務局】 そうですね。はい。 

 

【議長】 少なくとももっとそれぞれの館の情報量を増やす，ホームページ上で増やす努力は

していただく必要があるかと思います。とりあえずそのあたりからスタートしていた

だくとよいと思います。 

 

【委員】 更新は常時ではなくて，１か月に１度とかではなくて，行事内容ごとにですか。 

 

【事務局】 はい，更新時期については新たな記事が載せられるたび，そういう意味では随時

という事になろうかと思います。 

 

【委員】 ホームページというのは図書館の中の，図書館職員，図書館の人が作っているので

すか。いまひとつあのビジュアルが，ほとんど新聞を読んでいるような事務的な処理

をしているような状況なので。私の場合は，子育ても関係ないから自分の本を借りる



ときに予約をかけるときぐらいしか見ないのですけれども，実にその無機質というか，

なんでしょうか。ただ例えばその直木賞をとった本は集中しますよね。もっとはっき

りね，「待っている人が 60 人です」とか，すぐ見たらわかるみたいな，実際に予約を

かけて「あなたは 61 番目です」みたいなのが出てくるとか，もうちょっと見て楽しい

とか，そこまでいかなくても世の中にはホームページがいっぱいあってね，つい引き

込まれるとこまでいかなくてもいいのですけど，もう少しぱっと見たらさっとわかる

ような，市役所の市民課で渡される書類のような。それを図書館の職員の方にやれと

いうのはなかなか難しいのでしょうけれども。 

 

【委員】 いかにして読んでもらうかという事は，ホームページばかりではなくて市報がそう

ですね。社協が出している『みんなの幸せ』なんかはっきり言いますとだいぶ変わっ

てきます。みんなが読んでくれなければだめなんだと私がうるさく言うものだから。 

 

【委員】 そうですよね。 

 

【委員】 そういう風に書きなさいと。やっぱりそういう事が一番大事だと思うのですよね。

どうしたら読んでもらえるのかという事を考えて，頭において入れて頂きたい。 

 

【委員】 これはわかりやすいので読む気になったのです。 

 

【議長】 私も新聞を作っていたものですから，いかに読んでいただけるか，それに対してい

ろんな努力をしてきましたし，反応が一番大切なのですよね。我々がご提供したもの

に対してどんな反応があるのか。反応がないのは読んでいただいてないことになって

しまう訳ですから。 

ぜひホームページをもっともっと魅力あるものにしていただいて，図書館を利用し

たいという人たちが見たくなるようなそういう工夫もお願いしますし，そういう意味

では，ＴＲＣさんも御協力いただいて少しホームページを充実する，来年度のきちん

とした課題に位置付けて頂きたいと思います。よろしくどうぞ。その他いかがでしょ

うか。ございませんようでしたら採決に入らせていただきます。この５号案件につき

まして御承認いただけますでしょうか。 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございます。では第６号議案に移らせていただきます。平成 29 年度指定

管理者事業計画についてお諮りをさせて頂きます。事務局から御説明をお願いします。 

 

【事務局】 平成 29 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７ページ

を御覧願います。 

職員体制でございますが，４館合計で 52 名となります。開館日でございますが，



４館合計で年間 1192 日，前年比９日間の増でございます。指定管理者が行なう管理

業務でございますが，管理業務仕様書に基づいた基本的な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。平成 29 年度の新

たなサービスでございますが，館内における図書館コンサートの開催，歴史資料の

デジタル化，公開を行うデジタルアーカイブ・システムＡＤＥＡＣ(アデアック)の

導入，絵本作家の作品のパネル展開催，ＮＰＯ法人との各種講座の共催事業の開催

でございます。説明は以上でございます。 

 

【議長】 ありがとうございます。只今，御説明いただきました第６号議案につきまして御質

問，御意見ございますでしょうか。 

 

【委員】 この新しく始まりました図書館コンサート開催という事なのですが，これは各館ご

とに年１回という予定なのでしょうけど，イメージ的にどういう事なのか教えてくだ

さい。 

 

【事務局】 ２通りの方法を考えておりまして，１つは警察音楽隊に 35 年在籍していた方がク

ラリネットの演奏をしてくれることになりまして，現在何館かでちょっと音出しを

試しております。先日も常澄図書館で開催し，33 人のお客さんが来ました。わざわ

ざクラリネットの演奏を聴きたいという事で来て下さった方もおりました。 

もう１つはまだ完全には決まってないのですけれども，バイオリンとかビオラと

かそういうようなものを演奏している団体に年に何回か開催していただくことを考

えております。クラリネットの方につきましては最低年１回というふうには書きま

したが，もう少し回数ができそうな感じなので，回数を増やそうと考えております。 

図書館で音楽を演奏することは，20 年ちょっと前に流行ったことがあるのですね。

最近ほとんど廃れてきてしまったのですが，そういった事を復活させながら，今ま

で本とは縁がないのではないのかなというところに音楽を組み込むことを考えてお

ります。常澄図書館でやった時もそうなのですが，小さな０歳児の子どもたちも全

く騒がないのですよ。よく聴いているのですね。また聴きに来たという人もいらっ

しゃったので，回数をなるべく多くしてやっていきたいと思います。 

 

【委員】 もう一点よろしいですか。その方たちはボランティアなのですか。それともいくら

かの報酬がかかるのですか。 

 

【事務局】 全くのボランティアです。 

 

【議長】 それ以外いかがですか。 

 

【委員】 (オ)のデジタルアーカイブシステムについて，もう少し具体的に御説明お願いしま

す。 



 

【事務局】 これはＴＲＣの完全子会社の一部門としてあるのですが，ＡＤＥＡＣというとい

うところがやっているシステムで，これの最終目標というのは県史，市史，町史，

村史これを全部デジタル化して貸出検索ができるようにすることにあります。 

 

【委員】 それは全国のですか。 

 

【事務局】 全国のでございます。現在もこのＡＤＥＡＣと入れて頂くと，石川県史と坂井市

史が検索されて出てきます。全部ではありませんけれども。そうすると例えば千利

休だとかいう名前で引くと石川県史が出て，坂井市史も出てというふうになります。 

 

【委員】 それは検索機能もついているのですか。 

 

【事務局】 もちろんです。そうするとそういう言葉で引けたり，それから画像を重ねて昔の

地図と現在の地図を重ねて見せたり，古文書であればそれに口語訳をつけたりです

とか，５ｍ×５ｍ位の金沢の昔の絵図面みたいな，誰がどこに住んでいてみたいな，

ことが全部見られるのですね。誰がどこに住んでいたのか全部わかるようなそんな

システムもありまして，水戸市でもそういった財産があると思いますので，そうい

ったところと交渉を進めてできる限りＡＤＥＡＣというシステムに載せますとこれ

は観光にも役に立ちますし，それから市の宣伝にもなるので，いろんなところの協

力を仰ぎながら進めていきたいなと，できるものからそういうところにあげていき

たいと考えております。 

 

【委員】 これはどこからアクセス可能なのでしょうか。どのパソコンからでもアクセスでき

るのですか。 

 

【事務局】 大丈夫です。「ＡＤＥＡＣ」と入れて頂くとそのまま出てきますので，多分トップ

か２番目に出てくるはずです。そこを見てもらえると図面とか『洛中洛外図』とか

も普通見るより，川で遊んでいる人が石の上に服を置くところまで見られるのです

よ。それから坊主が中に入ってなんか買っているとかね，そういう細かいところま

で全部みえます。そうすると今までは遠くで見て，ああ綺麗ですねとかで終わって

いたのが，何が出ているのかまで全部見られます。それを全部拡大して見られるこ

とができるので，ちょっと見て頂けると非常に面白いシステムです。この中に水戸

市の寄せられるものを寄せていっていろんなところに使えればいいなあと考えてお

ります。これをぜひとも来年度にはやりたいなと考えております。 

 

【委員】 関連で申しますと，茨城大学の図書館でその地図はやっていますよ。５年前かな。 

 

【事務局】 それは県内の全体ですか。 



 

【委員】 水戸市のです。２つの絵図面を重ねて印刷もしています。図書館で５年ほど前に配

布していましたね。 

 

【事務局】 もしもそういうところで，うまくタイアップできれば。 

 

【委員】 茨城大学は宣伝じゃなくてやっていますので。 

 

【事務局】 その時はぜひご紹介を頂ければと思います。お願いします。 

 

【委員】 (カ)の絵本パネル展というのは，どんな規模でどんな内容をお考えなのか，という

のが一つですね。もう一つは一番上なのですが職員体制は今年度と何か変更はあるの

か無いのか，特に３の１にあるレファレンスの対応というのがありますけど，52 人い

らっしゃって参考までに司書の資格の方どれくらいいらっしゃるのかなと思って。不

満はもちろん少なくて，おおむね満足とアンケートの評価では出ているのですけれど

も，よく使う方はぱっと聞いてぱっとわかるみたいなそういう対応がやはり期待され

ている部分もあるのかなと思うので，指定管理者導入時に採用になった方，図書館経

験がない方もいるのかどうかわからないのですが，そういうそのレベルアップ的なと

ころで何か計画等があればお聞かせ願えればと思います。 

 

【事務局】 今の人数のところですが，先ほどちょっと御説明いたしましたように副館長が５

名になりました。今までは４名でした。これは全体を見る副館長を１人増やしたと

いうことでございます。大体の司書率ですが，およそ 70％前後かと思います。正確

な数字ではなくて申し訳ございません。それでおよそ 50 人になる予定でございます。

司書率についても現在履修している人はいますので，そういった人も司書になって

いくという形になっております。すみません。37 でした。 

 

【委員】 37 は実数ですか。 

 

【事務局】 いや，37 人になる予定です。というのも，もうちょっと増やさなければならない

のですが，内原図書館が，今までですと例えば嘱託の方が残ってくれて，それにプ

ラスアルファすれば何とかなるよというものではなくて，内原図書館の場合は今度，

全部中央図書館に行ってしまうので，もぬけの殻のところに入っていくのでそれな

りのスキルを持った人間を送り込まなくてはいかないので，ここで少し人数を増や

しております。そのための準備として，人数も少し増やして考えております。 

それから絵本パネル展なのですが，これは宮西達也さんの『おまえうまそうだな』

というのがございまして，これは実際に絵本の原画ではなくて，コンピューターグ

ラフィックで書いたりしているので，パネルをポプラ社から交渉して貸してもらう

事になりました。それを全館持ち回りでできればやりたいと。 



それからこれは私どもの会社で持っております，手島圭三郎さんという方で，こ

の絵本がありましてこれは版画なのですね，これも会社の方から借りられるのでこ

れも合わせてうまく回していきたいなと考えております。 

 

【事務局】 補足です。 

 

【議長】 どうぞ。 

 

【事務局】 ＴＲＣの職員が今年度開始時点が 37 人で来年度の予定は 52 人でございますが，

突然 15 人増えたのではなくて，役所の場合ですとどうしても定数というのがありま

して，途中でなかなか人数を増やすのは難しいというところはございますが，ここ

はやはり民間会社としての機敏な対応をという事がありまして当初は 37 人で，これ

では少な目かなあと思っているところはあったのですが，その後職員体制の充実と

いったところで，途中途中で職員を増員してきて４月からは 52 人という事でありま

す。こちらの方はその都度指定管理者が報告を行っています。我々が管理運営して

いた時の定数をみましても内原図書館のことを考慮するとそう変わりない数字とな

っています。 

 

【議長】 よろしゅうございますか。それ以外いかがでしょうか。  

 

【委員】 ついでに，と言っては失礼なのですが，同じ項目のキですね。電子図書館の発展と

いうところで，現状と将来について少し補足説明いただければと思います。というの

は，この沢山のアンケートを頂いて，素晴らしい中で，どうしても電子図書館の理解

率が低いのではないかという，それはどこの図書館でも同じことだと思うのですけれ

ども，例えば全館ではよく利用している人は１％と，利用したことがあるは４％，ほ

とんど利用されてないというようなことで，それは私自身なんかもあまりよくわかっ

てなくて，そういうことで御説明を頂けたらと思います。 

 

【事務局】 電子図書館については，来年度は立ち上げの費用もかからなくなるので，少し予

算額としても少なくなる予定だったのですが，もう少しコンテンツの充実という事

も，それとやはり学校で使っている副読本とかそういったものがうまく著作権がク

リアできればそういった事も載せていって，学校でも使っていただけるような，そ

のような仕組みも出来れば考えていきたいなと思っております。それからあと，い

ろんなものをどういうふうに載せていくかというのは，今いろいろ検討もしており

まして，今度電子図書館，1 人来年から私の隣にいる＿＿が電子図書館を専門的に

見るようにして，各館からも委員を出して充実させるように，そういった体制は組

む準備をしております。 

 

【委員】 電子図書館，今実際に利用する方はどんな流れになるのでしょうか。 



 

【事務局】 利用カードを持ってさえいれば，電子図書館のＩＤとパスワードを持ってさえい

れば，貸出して，それを持って入っていただくという，どうしても形が見えないも

のですから，そこが一番電子図書館の弱い所なのですね。何かの本のように，本が

あるわけではなく，という訳で何が入っているのか全く見えないということなので，

そのへんの工夫も考えていかなければならないなと考えております。なので，ここ

のところもちょっと色んなものを伝えながら工夫をして周知できるようにしていき

たいなと思っております。 

 

【委員】 もう一つよろしいですか。そのパスワードを持っていれば世界どこでも借りられる

みたいな形なのですか。 

 

【事務局】 一応，電子図書館の場合には普通の本と同じ貸出期間になります。ただ一回の貸

出のＩＤ，パスワードをもらって２週間の間はずっと使えます。２週間過ぎるとそ

のＩＤとパスワードは消滅します。その間に電子図書館上で本を借りていても自動

的に返却されてしまいます。なので，そういう意味では手間はかからないのですけ

れども，周知するのが少し難しいというところがあります。ただこれの一番良い所

は，文字の拡大や音声の読み上げといった機能がありますので，障害者支援のとこ

ろに役に立つというところで，どちらかというとその辺の観点からも，もう少し説

明をしてそれから周知していきたいと考えております。 

 

【委員】 アクセスは１アクセスですね。 

 

【事務局】 そうです。ただし同時アクセスはフリーなのですけれども，中の本に関しては誰

かが１冊借りてしまうと，その本に関しては今度予約になるというような形になり

ます。 

 

【議長】 その他いかがでございますか。  

 

【委員】 電子図書館につきまして，あらためてみてみると，この収蔵，ここにある本の設定

というかいろんな本があると思うのですが，どのように決めているのでしょうか。 

 

【事務局】 これはですね，この中にお役立ち文庫という 3,000 点ぐらいの，ほんとに読んだ

ら大体５分ぐらいで読めちゃうような，そういったいろんなハウツーものみたいな

ものから入っております。その他には絵本の部類とか小説の部類などそういったも

のも，基本的には私どもの親会社になるのですけれども，大日本印刷とかが今グル

ープを組んで電子図書館のコンテンツの著作権を取ったりしております。その著作

権の取れたものが配信というか，こういうものが出たよと，リストが回っておりま

すのでその中から選んでおります。 



 

【議長】 よろしいですか。その他いかがですか。なければ採決に入らせていただいてよろし

いですか。では第６号議案について御承認いただけますでしょうか。 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございます。では第７号議案，学校図書館支援事業の実施状況について

お諮りいただきます。事務局から御説明をお願いします。 

 

【事務局】 資料の８ページ，学校図書館支援事業の実施状況について御報告をいたします。

昨年の４月から開始した事業でございまして，目的といたしましては，市内 48 の小

中学校図書館の蔵書のデータベース化，および図書館内の環境整備，図書館運営等

の助言等を行い，学校図書館利用の活性化に向けた支援を行うという事でございま

す。 

平成 28 年度の取組みといたしましては，巡回計画を策定いたしまして，その計画

に基づいて，学校図書館支援員現在５名おりますが，２週間に１回程度各学校を巡

回して，(ア)～(オ)までの作業を行ってきたわけでございます。 

その中でも(ア)と(エ)ですね，汚れや傷みのある本の抜出し，その後内容が古く

なった本の抜出し等を中心に行ってきて，合わせて書架の整理，整架，並べ替え等

を行ってきました。次のページを開いていただきたいのですけれども，除架数の数

字を出しております。小学校 32 校のデータでございますが，まず③の蔵書数，これ

が全体で 347,280 冊，その隣の④に標準冊数とございますが，文科省が提示してい

る望ましい冊数，基準の冊数でございます。これはクラスや生徒数に応じて文科省

が決めているものでございますが，これが全体で 289,800 冊。⑥の充足率のところ

をみますと，一番下では 120％ということで，全体では基準を満たしているという

のですけれども，個別にみていきますと 100 を切っているところが若干あるかとい

う状況でございます。そして，⑦の総除架数でございますが，この⑥の充足率を見

ながら⑦の除架の抜出しというのをずっと進めてきましたという事でございまして，

これは今年の３月 14 日現在で，33,631 冊の本を抜き出しました。主に傷んだ本な

どは，背表紙が取れそうになっているとか，中のページが取れかけているとか，傷

んだものを中心にしております。 

そして８ページに戻っていただきますと，内容が古くなった本ということで，こ

れは全国学校図書館協議会という組織がございまして，そこで本の廃棄基準という

のを決めております。そういうものに基づいて，内容が古くなった本の抜出し等も

合わせて行ってきて，約 33,000 冊の本の抜出しをしている状況でございます。あわ

せて先生方の授業の支援とか，子ども達が本を探しの作業中にいろんなアドバイス

をするとか，支援便りを作成いたしまして，学校支援事業のＰＲ，現在３号まで出

してございますが，校長先生以下，学校図書担当の先生，司書の先生皆さんにＰＲ

を行っているような状況でございます。(２)の電算化についてでございますが，(ア)



から(オ)という仕事が可能になるということで，コンピューターを入れることで一

番大きいのは(イ)の本の検索が可能になるという事，その学校図書館に何があるか

という事が明らかになるのですね。そのことで子供たちが探しているものがあるの

か無いのか，あるいは先生が授業で必要としているものがあるのか無いのか，この

部分が劇的に変わります。そのことで学校図書館の活用というものがさらに高まっ

ていくということが期待されるわけです。さらに検索した結果，その本が貸し出し

になっていれば，本の予約という事も可能でありますし，蔵書の管理，例えば蔵書

点検，今までできなかった蔵書点検なども，何学年はどうなっているかなど，貸し

出しの結果どこかに本が紛失してしまっているというようなことも，コンピュータ

ーを入れることで明らかになります。そして何よりも，この各種統計と言われます

が，ベストリーダー，何が読まれたのか，どういった傾向の本が読まれているのか，

さらにこの 32 校のネットワークが図れれば全体，32 校の小学校全体で，読書傾向

がどうなっているのか，そういった事も明らかになってくる。コンピューターの持

つ力というのを最大限に活用して学校図書館の利用活性化に向けていきたいと考え

ております。 

平成 29 年度の取組みでございますが，学校図書館システムを入札等で決定をし，

同時並行で小学校の本のデータ登録に向けた様々な諸準備がございます。あわせて

先ほど館長からお話がありましたように，学校図書館支援員が２名，平成 29 年度か

ら増員になっております。この２名が中学校の学校図書館支援という事で，新たに

巡回という支援が始まってまいります。以上かけ足でございましたが，学校支援の

報告とさせて頂きます。 

 

【議長】 ありがとうございました。ただ今，御説明を頂きました第７号議案について御質問，

御意見ございますか。  

 

【委員】 電算化のところで市の予算は議会で議論になったところで記憶しているのですけれ

ども，子どもたちが今，図書室から自分が読みたい本を教室に持ってきて，後ろの方

に置いておいて休み時間に読んでいますが，あれはカードで管理しているのかよくわ

からないのですが，その流れが何か変わるのでしょうか。 

そのへんが学校現場との関係としてどうお考えなのかと，そのあたりがちょっと気

になるので聞きたいのと，もう一つ，この９ページの大変そろえるのが大変な労作だ

ったとは思うのですが，これ，ずいぶんアンバランスがあるのだなと見たのですけれ

ども，これは図書館の予算じゃないのかもしれませんが，一番右ですね，除架後の充

足率をみると 13校数えたら，13校は 100％に達してないという状況なのですけれども，

これはその冊数があればいいってものじゃないのでしょうけれども，最低無くちゃな

らないのでしょうけど，その辺は予算的には教育委員会ですかね，学校教育課なのか

な，ちょっとその辺がどういう風に充足していこうという事なのかなあと。図書購入

の場合にも学校の希望，先生たちの希望もあるでしょうけれども，望むべくはどの学

校も同じレベルで必要な本があるという状況が望ましいと思いますが，教育委員会内



でいろんな意見を通されているところがあるのかどうか，お聞かせ願えればと思いま

す。 

 

【事務局】 最初の御質問でございますが，学校図書館の本を教室の方に持ち出している場合

に，現状は学校図書館に何が並んでいるのかわからない，詳細にはわからない状況

でございますので，先生方にその辺の，何を持ってきて，持ってきたものをこうい

うような，１年１組で持って行っていますということは，学校ごとに対応がそれぞ

れあるのだと思います。 

しかし，コンピューター導入後につきましては，貸出の手続きというよりは，ど

ちらかというと配架されている場所が例えばＡとＢとＣというような約束事があっ

て，教室に持っていく場合はＡという記号を入れましょう，みんなが集まるホール

にはＢという記号を入れましょうとかというふうにして，配架場所を指定してそう

いうものを持ち出し時に入れるとか，そういうふうな約束事を求められてくると思

います。そういう事で検索した時にも，それが１年１組の教室にあるとか，ホール

にあるかという事がわかると，明らかになるということが求められると思います。 

それと予算につきましては，予算は学校施設課というところで学校図書館の資料

購入費を所管しております。新年度の予算につきましては，昨年度並みの約 3,200

万円程度の予算を確保できたと聞いております。充足率の具合につきましては，学

校施設課で，クラス数，生徒数に応じて均等に配本していると聞いておりますので，

そのもらったお金で学校は生徒向けにいろんな本を購入しているとのことです。 

ただ，この充足率の差については各学校のこれまでの取組みによって，使えない

ものを早めに抜き出して，ちょっと別にしておこうとか，そういった学校間の取組

みの違いというものがやはりあるのかなあと考えております。以上でございます。 

 

【委員】 あの均等配布だと，何というのでしょう，頑張っていたところが充足率が低いとい

う感じにもなっているのかもしれないかな。せっかく整理してこれから活用していこ

うという場合，学校支援員さんのアドバイス的な役割からみると，新たに購入するに

しても，やはり司書の先生との相談の支援もしていけるかなとか，なんかそういう事

があった方が今後の活用にとっては良いのかなと思ったりもしたのですが，ちょっと

その辺は私もよく調べてみたいと思うのですけど。 

 

【事務局】 ＿＿委員さんが言うように，充足率なのですが，学校図書館の数字ですけれども，

これをうちの方で蔵書システムに登録した時にこれと同じ数字が出てくるかというと，

まだわからないです。その後充足率の低い所に厚く予算を回せればいいのでしょうけ

れども，それも検討事項の一つになるかと思います。あと，学校全体で本を購入して

いますので，そういう支援や相談の業務もうちの支援員が今後していくことになると

思います。 

 

【議長】 少なくとも，市立図書館が学校の蔵書数について，一定の実態を把握できたのです



から，それを今後予算編成に，予算の配分の時にどういう風にこの資料を活用してい

くのかという議論は必要になってくるでしょう。＿＿委員さんもそういう御指摘なの

だと思います。せっかく集めたのですから意見交換をしていただきたいと思います。

その他いかがですか。 

 

【委員】 ちょっとわからないのですが。３千万円というのは小中学校合わせてですか。 

 

【事務局】 はい，その通りでございます。 

 

【委員】 そうすると，50 校ですか。 

 

【事務局】 48 校です。 

 

【委員】 48，50 校ですね。そうすると１校あたり 60 万円と考えているのですか。 

 

【事務局】 小中学校で少し差があると聞いています。 

 

【委員】 なるほど。そうすると後は選択段階でどうするのかですね。例えば今日見たのです

が，常澄図書館には常澄図書館だけの資料というのがありまして，これは結構重要で

すから。あと内原図書館には内原図書館だけの資料というものがあるのですよね。政

府が掲げている社会連携と地域連携の本ですから，図書館と学校が連携する重要な要

素になるわけですから，そのへんが整理されてくれば非常に面白いのではないですか

ね。 

 

【議長】 ありがとうございます。その他いかがでございますか。 

 

【委員】 この除架数の参考資料データは，各小中学校の先生方は，私は勿論知っているので

すが，わからないですか。 

 

【事務局】 はい。各支援員の作業が終わった後に日報のようなものを記録してございまして，

それを学校に置いてきている。それで，その日の作業で何冊抜きましたとか，そうい

う事が記録されていて，校長先生ではなくておそらく，司書教員の先生ですかね，そ

ういう先生にお渡しをして，情報共有を行ってきております。それは学校ごとに 1 冊

綴りを用意しておりまして，32 冊の綴りがあるのですけれども，そこにきちんと記録

されています。同じものがたぶん学校にもあると思います。 

 

【委員】   自分の学校の充足数を知ったり，他の学校の状況がどうなのかを知ったりわかって，

これ一番充足率が低いのは三の丸小学校ですよね。一番高いのが常磐小学校。３倍ぐ

らいの差があるのですね。これをそれぞれの校長先生が見た時に，どうお感じになる



か。 

 

【委員】 三の丸小学校というのは意外ですよね。 

 

【委員】 ええ。ただ，私，三の丸小学校に勤務したことがありますけれども，三の丸小学校

の図書室が貧弱だったとかは決してなく，それなりに充実していたとは思いますので，

単純にこの数だけでは比較できないかなと思います。ただ，校長先生方が，この実態

を知るということは非常に大事だと思いますので，校長会等でこの資料を活用させて

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

【事務局】 そうですね，是非。 

 

【議長】 いろいろ波紋を呼ぶかもしれませんね。それ以外にいかがですか。特に無いようで

したら，採決に入らせていただいてよろしいですか。ではこの第７号議案，御承認い

ただけますでしょうか。 

 

【委員】 異議なし。 

 

【議長】 ありがとうございます。予定をしていた議題は以上でございます。その他がござい

ますので，事務局で何かございましたらご報告お願いします。特にございませんか。

先ほどの資料を用意していただいたのは，これは読めば良いということでよろしいで

すか。 

 

【事務局】 はい。 

 

【議長】 わかりました。 

 

【委員】 少しいいですか。西部図書館について，有名な方の設計であるので，修繕の時に障

害になっているということを聞いたことがあるのですが，契約書に「修繕の時に設計

者の了解を得る」という条項が入っているかどうか教えてください。 

 

【事務局】 契約書の条項には入っていないです。 

 

【委員】 それでは修繕の時に設計者に伺う必要がないでしょう。なんで伺いをたてるのです

か。 

 

【事務局】 基本的に建物の設計を委託して，市で建設をしたので，そういう権利は発生しな

いというふうに認識しております。ただ，震災後に設計者から回廊の屋根材が剥離

していて見苦しいという事で意見を頂いただけです。 



【委員】 いやいや，私が言っているのは，設計者から設計を絶対変えてはいけないとかね，

あちこちから聞くんですよ。契約になかったら聞く必要ないでしょう。黙っていても

向こうから言ってくるのですか。  

 

【事務局】 そうです。賞を頂いた図書館という事で，設計者側から一方的に意見が来ている

だけです。実際回廊の工事についても，同じ復元はしておりませんので。 

 

【委員】 どこから情報が流れてくるのですか。 

 

【事務局】 聞いた話では定期的に担当者が来ているとのことです。 

 

【議長】 ちょっと時間も押しておりますので，議事についての協議は以上にしていただきま

す。最後に副委員長さん，お気づきの点がおありになりましたらお話し下さい。 

 

【副委員長】 今回は非常に委託の点でうまくいっているということですし，その他の議題に

ついてもうまくいっておりまして，ＴＲＣさんからも３，４年で頑張るというの

で，大変順調だなあと喜ばしく受け止めました。前回のトイレの問題も，往年の

＿＿委員や＿＿委員がここで提案したことがさっそく改善されているというのは，

大変すばらしいなあと伺いました。まとめとして一言二言申し上げれば，＿＿委

員から御指摘のあった司書の配置ですね，それが是非，法に則った形で実現する

日をという御意見をいただきました。 

あるいは＿＿委員の御指摘の絵本を取りに来なかった時のことで，委員長から

もそういうアフターフォローみたいな，フォローアップが大事なのだというお話

があったように聞きました。 

また，子どもの読書活動推進計画について，子育てに合わせて，親が楽しそう

に本を読めば子供も読むと思うので，子どもに読ませるのにまず親から読ませる

というのはなかなかいい発想だなあとお伺いしました。 

またＴＲＣの方からは第４号議案ですけれど，育児コンシェルジュと託児が大

ヒットだと，確かに私の方も噂を側聞しておりまして，非常に助かっているとい

うのを聞いております。そういった意味でほとんど不満はなかったのだけれども，

＿＿委員の不満は他にあるのかというお尋ねに関しては，クレームは非常に少な

いという事で，本来のサービス業という事が，指定管理の導入，ＴＲＣさんの導

入ということでかなりサービス業としての自覚が出てきているというようなこと

を伺いました。 

そして一つ大きく取り上げられましたのは，＿＿委員の御指摘もございました

けれども，ホームページがさみしいと，これは皆さんがうなずかれていた議題で，

確かに統一するというのは，一つ１か所統一で，各館バラバラに出してしまうと

引っ込みのつかない情報ですから，やっぱりどこか一つがまとめて，あとは外に

出すものですから，どこか一つにまとめてチェックをかけておかなければならな



いというので，1 か所集中でやむをえないのかなあと個人は思うのですけれども，

委員長の御指摘の通り，来年度のきちんとした課題としていただければなあと，

私の方も思ったことでございます。 

最後に＿＿委員の方から，学校と図書館との本格的な提携と出た情報を開放し

ていくというお話もあって非常に明るいものを感じさせてもらいました。どうも

ありがとうございました。 

 

【議長】 以上をもちまして，私の議事の進行の役目を終わらせていただきます。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ありがとうございました。本日いただき

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。以上をも

ちまして，平成 28 年度第３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。 

 


