
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 30 年７月 31 日(日)  午後２時 00 分から４時 00 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 

久保 智佳子，平野 弥生，圷 哲男，子安 真，三上 陽子，山口 操子，北原 

明美，柳澤 麻紗美，大野 光一，桧山 啓子，佐々木 靖章，堀口 悟，平野 順

子，綿引 健，田中 真己 

（２）執行機関 

松本崇，大平高生，宮崎和子，柳橋敬子，根岸廣通，吉田浩和，矢吹幸弘， 

矢吹幸弘，駒田淑恵，笹川直樹 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 29 年度図書館利用状況について（公開） 

（２）平成 29 年度指定管理者導入館利用状況について（公開） 

（３）平成 30 年度指定管理者導入館利用状況について（４月～６月）（公開） 

（４）学校図書館支援事業の実施状況について（公開） 

（５）平成 30 年度行事予定について（公開） 

（６）その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  １人 

 

８ 会議資料の名称 

（１）平成 30 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】まず第１号議案，平成 29 年度図書館利用状況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】（資料に基づき説明） 

 

【議 長】ただいま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願いします。 

 

【 委員】資料４ページ目の購入希望とは，利用者が図書館から購入すると解釈したんで

すが，図書館にどういう本を購入しておいてほしいという意味ですよね。 

 

【事務局】図書館が購入する資料の希望を頂いて，受け付けています。 

 

【 委員】予算も限られるでしょうけれども，場合によっては却下ということもあり得る

わけで，全部の要望を叶えられるわけではないですね。 

 

【事務局】受け入れにつきましては選定会議を経て，内容を選ばせていただいています。 

 

【議 長】他にございませんでしたら，第１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】では第２号議案，平成 29 年度指定管理者制度導入館利用状況について，事務局

から御説明をお願いします。 

 

【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議 長】ただいま事務局から御説明を頂きました第２号議案におきまして，御質問・御

意見がございましたらお願いします。 

 

【 委員】資料５ページ目の育児コンシェルジュと託児サービスの拡充について，回数が

足りない，増やしてほしいなどの，利用者と実施者とのずれはあるのか。 

 

【事務局】利用者から，託児については増やしてほしいという声もあります。昨年から常

澄図書館で育児コンシェルジュの実施を 1 日増やしました。今年度から内原図書館では，

両サービスを１日ずつ開始し，東部・西部・見和図書館については，託児サービスの実施

を１日ずつ増やしました。満足していただける状態だと思っていますが，利用者があぶれ

てしまった場合には，もっと拡大して欲しいとの意見が当然ですが出てまいります。 

 

【 委員】デジタルアーカイブシステム・アデアックについて，アデアックの関係者と面

談させていただいたが，内容がとても良いことに気付きまして，国会図書館にも導入され



ていることも確認しました。 

 

【事務局】アデアックはＴＲＣが作成したデジタルアーカイブのシステムの名称なので，

国会図書館のものとは別ですが，アデアックから国会図書館のデジタルアーカイブへ参考

としてリンクし利用できるものがあります。 

 

【 委員】音楽配信サービスやコンサート開催などをしていますが，今後，伸びる可能性

があるものはありますか。  

 

【事務局】二胡のコンサートを今年から少しずつ始めています。去年は１度だけですがヘ

ルマンハープの演奏をした時には，130 人程度を集める盛況でした。今年は３回演奏しま

す。 

 

【 委員】そういったミニコンサートの希望はありそうですね。 

 

【事務局】やりたいという方はいるようなので，希望があればなるべく応えていきたいと

思います。 

 

【 委員】会場を提供するということですね。窓口は見和図書館ですか，中央図書館です

か。 

 

【事務局】見和図書館です。 

 

【 委員】育児コンシェルジュと託児サービスについて，先日テレビ番組で見かけました。

水戸でやっていることを他市でも始めているところがあると分かりまして，これは市民向

けあるいは図書館のサービスとして非常にいいことなんだろうと，だんだんそれが広がっ

てきていると感じました。 

 

【議 長】託児サービスについて，もう少し増やしてほしいという要望は，回数を増やし

てほしいというものでしょうか，それとも時間を延長してほしいというものでしょうか。 

 

【事務局】やはり回数についての方が多いと思います。ただ，かなりお金がかかるサービ

スなので，今回の予算の中では足りなかった部分に，別の予算から流用するなどしていま

す。 

 

【副議長】育児コンシェルジュについて，簡単な育児相談ができると聞きましたが，どの

ような相談が寄せられますか。 

 

【事務局】イヤイヤ期をどうすればいいか，本に親しんでくれない，おむつが取れるのが



遅いなどの，本当にたくさんのものがあります。それらは日誌に記録され，各館の館長も

把握しています。 

 

【 委員】育児コンシェルジュは木曜日の実施が多いようですが，その日だけ多くしてい

るのですか。 

 

【事務局】その通りです。株式会社明日香に業務委託し，実施計画に見合うだけの人材が

確保されます。 

 

【 委員】子育て相談があるということですが，相談の内容によっては専門家につながな

ければいけないケースもあると思います。そういったときはどのように対応していますか。 

 

【事務局】育児コンシェルジュでできる相談には限りがあります。大きな問題になった時

には，市の専門機関などへ相談することをアドバイスしています。無理にこちらで解決す

るのではなく，十分に安全なところに案内しております。 

 

【 委員】子どもデジタルアーキビスト講座を常磐大学との連携で行われたようですが，

どういう内容で，参加者もたくさん集まったのか，盛況ぶりを教えていただけますか。 

 

【事務局】子どものデジタルアーキビストの資格を取るということで，かなりの人数を募

集していましたが，告知のしかたが上手くなかったのか２名だけの参加となってしまいま

した。今回，作品をこの場で公開しようと思ったんですが，時間が長く，著作権がありこ

ちらで編集もできないためお出しできませんでした。機会があり，時間が許すのであれば

お出しすることもできるかと思います。内容としては，今回は図書館を記録するというこ

とで，本の修理について，育児コンシェルジュへのインタビュー，館内の状況の写真撮影

でした。それを４回の講座でやりましたが，４回すべてに参加しなくてはいけないことで

ハードルが高くなってしまったのかと思いますが，また機会があればやっていきたいと考

えています。 

 

【 委員】対象者は小学生ぐらいですか。 

 

【事務局】中学生です。小学生ではちょっと，パソコンなどを使えないといけないので厳

しいかと思います。 

 

【 委員】それはどのように広報したのですか。 

 

【事務局】市報に乗せたのと，ポスターを中心にやりました。近隣の中学校へも直接参加

依頼をしにまわりました。やはり日付なども悪かったなどもあると思いますが，工夫の余

地があるので，また連携できるのであれば，もうちょっと広げていきたいと思っておりま



す。 

 

【議 長】デジタルアーキビストそのものの知名度のこともあり，一生懸命広報しても，

それが何なのかを知らないとなってしまう。初回だということが大いにあると思います。

ありがとうございます。他にございませんでしたら，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】それでは第３号議案，平成 30 年度指定管理者制度導入館利用状況（４月～６

月）について，事務局から御説明をお願いします。 

 

【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議 長】ありがとうございました，御質問・御意見がございましたらお願いします。 

 

【 委員】２の（ケ）について，経験したことがないのですがセルフ貸出機の導入の目的，

利便性について説明していただけますか。 

 

【事務局】セルフ貸出機は，現在各館に入っている利用者端末に別途もう一台追加いたし

まして，東部図書館と西部図書館に設置しました。見和図書館は持出防止装置の問題があ

るため，常澄図書館は利用者数が元々少なく費用対効果があまり期待できないため設置し

ておりません。まだまだ周知ができておらず特別多い利用があるというところまではいき

ませんが，徐々に広がっています。人の目を通さずに本を借りられる，例えば家族が倒れ

たら遺産相続の本を借りに来たとか，がんの本で噂が広がるとか，そういった借りにくい

ものを自分で処理してそのまま借りていけるということは，その人にとっては自分のプラ

イバシーを見られずに借りられるということで，ありがたい存在になるのかなと思ってお

ります。しかし，本格的にやろうとするならばＩＣなどを導入して完全にやっていかない

と本当の意味では伸びていかないと思います。 

 

【 委員】セルフ貸出機を，私は導入すべきだと思います。茨城大学では一般的になって

おり，省力化の点からもどんどん進めてください。ただし，例えば子どもとの接触も大事

で，それはレファレンスを兼ねるわけで，これは将来性のある所ですからぜひ残すべきで

す。そこは分ければよい，省力化したからと言ってなくしてはいけない。 

 

【議 長】他にございませんでしたら，第３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す。では，第４号議案，学校図書館支援事業の実施状況に

ついて，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議 長】ただいま事務局から御説明を頂きました第４号議案におきまして，御質問・御

意見がございましたらお願いします。 

 

【 委員】学校図書館支援事業について，現在の事業を終えた後，支援員はどういう支援

を続けていかれるのかお聞きしたいです。学校司書は本の貸し借りだけでなく，本当にた

くさんの仕事があると思います。支援員のさらに上の学校司書に入っていただいて，もっ

と子どもたちが本に触れる機会を作っていただきたいと思っています。 

 

【事務局】現在，水戸市図書館計画第三次計画に従い，司書職員の派遣により図書のデー

タベース化作業を進めています。今後につきましてはこの事業成果を踏まえたうえで検討

していきたいと考えております。 

 

【議 長】この課題はこれまでも出ていましたが， 委員はどうお考えでしょうか。 

 

【 委員】議会でも専門の司書を学校図書館にほしいという陳情が採択されたことがあり，

発展のためには学校司書の配置に踏み切らなければならないと思っています。現在の事業

を充実させ，いずれはそういった方向になってほしいと思います。あわせてもう一つよろ

しいでしょうか。 

 

【議 長】どうぞ。 

 

【 委員】10 ページ目の（ア）（イ）除架数と（オ）の選書数に大きな差異がありますが，

どう対応されているのでしょうか。 

 

【事務局】学校図書館では除架作業をほとんどしていなかったので，読まれていない本も

山積みになっていたということがありました。そのために支援員が除架作業し，読まれて

いない本を集中的に除架しました。その上で必要な本については各学校の判断のもと選書，

購入しており，支援員からは専門的な見地からアドバイスを行っております。 

 

【議 長】どこの図書館でも蔵書過多は問題で，除架してすぐ選書すると過多状態が続い

てしまう。今回は一斉に除架し，そこから徐々に選書していくという理解でよろしいでし

ょうか。 

 

【事務局】はい。 



 

【 委員】指定館開始から様々な数値が安定した推移をしていることや，新規事業も努め

ていることは大いに評価したいと思っています。学校図書館については長く議論されてお

り，目立った解決策がみられていない。行政として今年度がスタートラインと感じている

ので，今後を見据えたうえで支援員について考えていくのが良いと思います。 

 

【議 長】委員会にとっても深く考えるべき課題になってきているようですが，その他御

質問・御意見がございましたらお願いします。 

 

【 委員】除架についてはどこの図書館でも問題で，大学図書館は国立から法人化されて

容易になりました。学校図書館でそれをやったことはとても勇気があると思います。その

先どうするか，どこまでやるかについては教育委員会で筋道をつけていただきたい。 

 

【 委員】資料のデジタル化が進んでいるが，デジタル化された資料と紙の資料をどう収

集していくかを判断していくことが求められていると思います。 

 

【議 長】他にございませんでしたら，第４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す。では，第５号議案，平成 30 年度行事予定について，事

務局から各館ごとに説明をお願いします。 

 

【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議 長】ただいま事務局から御説明を頂きました第５号議案におきまして，御質問御意

見がございましたらお願いします。ございませんでしたら，第５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す。では，第６号議案，指定館からの取組について，事務

局から説明をお願いします。 

 

【事務局】（デジタルアーカイブシステムについて説明） 

 

【 委員】アデアックの地図は学校教育でぜひ使っていただきたい，優れた機能だと思い

ます。 

 



【議 長】では，最後にどうぞ。 

 

【副議長】育児コンシェルジュや託児サービスについて，今回より理解が深まり，それぞ

れの立場から質問や意見も出たので，それをフィードバックさせ図書館を発展させていた

だけたらと思います。学校図書館支援もやることはまだまだ山積みですが，長い目で見て，

水戸市の子供たちのために前向きに発展するよう願っています。 

 

【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 30 年度第１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。 

 

 


