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開会 

 

【議長】第１号議題，令和２年度図書館利用状況について，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】第１号議題につきまして，御質問御意見がございましたらお願いします。 

 

【＿委員】親子で絵本事業について， 図書館に出かける余裕のないおうちにも赤ちゃんは生ま

れているので，水戸市の方から届けるという方法を考えていただけたらと思います。 

 

【＿委員】おはなし会の各ボランティア団体によって，コロナウイルス感染防止対策が違うので，

図書館で対策について統一した基準を作成していただけるとありがたいです。 

 

【議長】全部統一するのは，必ずしも良いというわけでもないでしょうし，コロナの状況がコロ

コロ変わりますので，なかなか難しいところもあるのかなと思います。続いて，議題第２号，

令和２年度指定管理者制度導入館利用状況について，事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議長】第２号議題につきまして，御質問御意見がございましたらお願いします。 

 

【＿委員】「サ ＹＡサポーター育成」事業については，具体的には参加しているサポーターは，

人数的にはどれくらいいらっしゃるのでしょうか。 

 

【事務局】東部図書館で８名の方，見和図書館においては２名の方が，昨年度は活動されており

ます。 

 

【＿委員】ボランティアなので，毎年増減するのでしょうか。 

 

【事務局】今年は，東部図書館は４名です。見和図書館は８名ですね。 

 

【＿委員】これは，単年度で活動するか，それとも希望をすれば何年でもできるのか，どういう 

システムになっていますか。 

 

【事務局】何年でも活動していただくのですが，高校を卒業された方がいらっしゃいますので， 



東部図書館は８名から４名になったというような状況でございます。中学校卒業して，高校に

なっても，同窓会のような形で図書館に集まって活動していくという方もいます。中学３年に

なると，受験があるので，どうしても外れていくようですね。 

 

【＿委員】他の図書館は取り組んでいないのか，取り組んでいるけどいないのですか。 

 

【事務局】東部と見和で取り組んでいます。他の館は，積極的に取り組んでいるわけなのですね。

児童サービスの取り組みを東部図書館は特色としておりますので，ＹＡサポーターにつなげ

ております。ＹＡ世代の読書離れということはもう，全国的に顕著なところでありますので，

やはりそういう子供たちが，自分の仲間に対してアピールしていくのは，大切なことですので，

今後もやっていきたいところではあります。 

 

【＿委員】３ページの関係団体との連携事業ですが，「少年自然の家と，近代美術館と連携して」

とありますが，図書館はどういう立場でやっていますか。 

 

【事務局】場所貸しに近いところがありますね。ただ，そういうイベントに関連する展示をする

とか，そういう形で関わっています。あとは図書館でイベントの受付をしますので，図書館で

参加者の整理をするということになります。 

 

【＿委員】普段図書館に来ない層をピックアップして，その後，図書館にも利用してもらいたい

っていうのもあるということですね。 

 

【事務局】そうです。どうしても児童サービスに偏りがちですので，いろいろな団体と共催して，

大人向けの事業を少し多めにということは考えております。 

 

【＿委員】「団体貸出」というものがありますが，小学校中学校に貸されていると思うのですけ

れども，26団体は学校が多いのですか。 

 

【事務局】学校も多いですし，福祉施設も借りにいらしてます。数としては，学校の開放学級と

か PTA の文庫委員さんとかが多いので，８割くらいは学校関係です。 

 

【＿委員】病院とか，矯正施設とかはありませんか。 

 

【事務局】矯正施設はないです。以前は高齢者施設にお貸ししていたときもあったのですが。 

 

【＿委員】図書館に来たくても来られない人たちも，利用者であるので，制限がある方たちにも



アウトリーチ的なサービスをしていただけたらと思います。 

 

【議長】前回の協議会で，ＺＯＯＭレファレンスの可能性なんていうのを，申し上げたかと思う

のですが，遠隔地で来られない人のためにという，新しい分野での御説明をしていただけます

か。 

 

【＿委員】このようなコロナ禍の状況において，休館する期間もあり，心理的なハードルが上が

って直接来館して利用しづらい方に向けて，大学図書館だと，ＺＯＯＭ等オンラインでサービ

スを行うという展開がありましたので，市立図書館でも，電子図書館だけではなく，直接の人

的サービスもあるといいのかなと申し上げました。 

 

【議長】電子図書館には，今年度メール登録を始めたところ，利用者が劇的に増えてらっしゃる。

それは，前回の委員会での御指摘に答えるというような，はっきりとした数字としてのお答え

になったなと，見ていたところなのですが。 

 

【＿委員】ニーズがあるかどうかというところですね。ニーズがそこまでないものに，時間とコ

ストをかけても，利用されないと意味がないですから。矯正施設のサービスもそうですけど。

今回，アンケートの結果をいただいていますが，このアンケートに答えられないとか図書館に

来ない人の，ニーズを拾うのも重要かなと思います。 

 

【議長】つまり上を目指すような，ということですね。では，どの項目でも，いかがでございま

しょう。 

 

【＿委員】調べ学習については，まだ，学校全体として取り組むといえるようなことではなく，

まだ人数的に少ないところもあると思いますので，これから徐々に広がっていくのかなとい

うふうに考えております。学校としては調べる学習コンクールよりも，授業の中で，調べるっ

ていうことそのものが，すごく大事だなと思っております。ＧＩＧＡスクール構想が今進んで

いて，６月下旬には，全部のクラスで子供たちが 1人 1台のタブレットを使って授業を受けて

おりますし，低学年の方も，朝のドリルっていうのをタブレットでやる状況になっている。総

合的な学習の時間で，自分のタブレットにアクセスできる状態だっていうことです。なので，

市の図書館にある知的財産を，子供たちがどんどん生かせる状況になっていくのかなという

のを，今感じているところです。 

 

【＿委員】２ページ，ウの電子図書館，令和元年度と令和２年度では，閲覧回数がほぼ倍増して

いて，コロナがあったので，電子化を推し進めるにはいい環境だったのかなと思うのですが，

コロナが沈静化したときに，同じようなペースで推進していけるのでしょうか。今，閲覧でき



る図書は限られていると思うのですが，もっと増やしていくとかそのような予定はあります

か。 

 

【事務局】閲覧できるコンテンツの数は，日々増やしていくということを，会社を挙げてやって

おります。おっしゃるように，確かにコロナ禍で非来館型のサービスが求められています。コ

ロナが少し収まったときには，利用者は紙の本を求めて図書館にやってくるという傾向が見

えます。電子図書館の利用が，後々どんどん広がっていって欲しいという願いはあるのですが，

例えば紙の本と電子書籍が同時に発売されたりして，環境が整備されてくれば，もっとも利用

されてくると思います。 

 

【議長】電子図書館が普及すると，図書館としての業務の負担も軽くなるところがありますから，

大いに普及すると両方両得だというのでしょうか。ア．育児コンシェルジュ，コロナでしょう

がないと思うのですが，少し減っていますね。問合せが増えていますが，どういうものが多い

のでしょうか。 

 

【事務局】「その他問合せ」というのは，利用者の方からの，具体的な書名についての問合せで

すね。あとはその他ですので，児童書のフロアにおりますので図書館，全般的なサービス，少

し大人向けの本への問合せ，そういうものが「その他」に入ってきます。 

 

【議長】レファレンスを助けているところがあるのですね。カ．図書館コンサートについては，

よく 2 回も間を縫うように開催されました。キ．関係団体との連携については図書館の役割

のお話をいただきました。ク．図書館まつりは，開催の見込みはどうでしょう。 

 

【事務局】今のところ，11 月 28 日の日曜日を予定しております。ただコロナの状況が酷くなっ

てきているので，開催できるかは未定でございます。 

 

【議長】開催できるといいのですが，なんとも言えないですね。それでは議題３の令和３年度指

定管理者事業計画について，ご説明いただけますでしょうか。 

 

【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議長】ありがとうございました。こちらは，もう公開なさっているということでした。これに

ついてはどうでしょう，将来計画ですから。御要望等，ございますか。なければここは計画と

いうことで，従来の事業の継続が図られているものでございます。よろしゅうございますか。

はい。議題４の御説明をお願いいたします。 

 



【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議長】ありがとうございました。御意見とか，御質問はいかがでしょう。 

 

【＿委員】除架が進んだというのは，画期的だと思います。除籍の手続きは判断基準ができてな

いと，難しいところがありまして，慣れている司書の方でも，どうするかと迷うことは出てき

ますので，大変いいことだと思います。学校の先生方と支援員の方とが，基準を共有できるか

どうかが大切になってきます。 

 

【議長】ありがとうございます。除架は，図書館の職員さんとそれと学校の先生方とで協力して

くださって，大変な労力だと思います。御苦労が背景にあってのことだと，私も評価につきま

して思います。その他，どうでしょうか。 

 

【＿委員】除架の話なのですけども，うちの学校でも，どうしても除架するかしないかという判

断が難しいところがあるので，図書館支援員さんと一緒に確認しながら，判断していただいて

いるので，非常にありがたく思っています。学校としては本当に助かっているっていうところ

です。これからもぜひ，継続していただきたいというのが，要望でございます。 

 

【議長】私も，大学の図書館長を結構長くやったものですから，除架の大変さも共感しながら聞

いておりました。はい。いかがでしょう。 

 

【＿委員】学校図書館支援だよりは発行されていると思うので，協議会の資料に入れていただけ

ればと思います。 

 

【事務局】次回から，資料に入れさせていただきます。 

 

【＿委員】今度９月に市の感想文の審査会があるので，そこでオリエンテーションについて皆さ

んに紹介して，お勧めしようというふうに考えています。図書館利用の入口で，市の専門家に

お話していただくのはすごく大事なことだと思うのですね。子供たちの読書の窓口をきっか

けに，図書館の利用を広めていけるようにするのは，素晴らしい取り組みだと思っております。

対応できる学校数とか人数に限りがあると思うんですけども，是非できるだけ対応していた

だければと思います。 

 

【議長】はい。ありがとうございます。本当に好評であるのが，アンケートからもうかがえます。

では，議題５，令和２年度図書館利用者アンケートについて，御説明をお願いいたします。 

 



【事務局】（資料に基づき説明） 

 

【議長】ありがとうございました。いかがでしょうか。御質問，あるいは御感想とか。 

 

【＿委員】アンケートの，総合的な満足についての回答結果ということで，回答の項目が，例え

ばまず中央図書館は４段階。それに対して，指定管理の方は５段階評価になっているのはどう

してなのかなと思います。 

 

【事務局】３つアンケートがございまして，水戸市立中央図書館アンケート，行政経営課による

指定管理者アンケート，そして図書館流通センターによる指定管理者アンケートの３つがご

ざいます。作成しているところが違っておりまして，そのため，内容の項目の名称についても

それぞれ違いがありまして，中央図書館で作ったもの，図書館流通センターのものについては，

普通というところを，設定しておりません。行政経営課のアンケートのみ普通を設定しており

ます。 

 

【議長】統計に詳しい方がいらっしゃるといいのですが，普通を設けているかどうかによって何

か影響は出るものでございますか。 

 

【＿委員】肯定的なところの割合は，満足，概ね満足と，どちらも上のところを取っているので，

普通があってもなくても，あまり変わらないかなと思います。 

 

【議長】はい。ありがとうございます。その他，いかがでございましょう。アンケートの細かい

数字については，次回の委員会の時に御意見をお持ちいただければ，よろしいかと思います。

漫画なんかどうなのでしょう。漫画を入れて欲しいということに対して，事務局の方の考え等

をお聞かせいただければ。 

 

【事務局】漫画については，例えば「ドラえもん」などの，いわゆるコミックはあまり入れてな

いのですけれども，例えば日本史の漫画版とか，難しいことを漫画で解説しているものとかは，

購入しております。コミック全体をいれるというのは少し難しい部分もあるかと思います。 

 

【議長】全国的にはどうなのでしょうね。 

 

【事務局】全国的には，購入しているところもあると思います。 

 

【議長】漫画によっては，かなり過激なのもあるので，小さいお子さん方もいらっしゃるところ

で考えると，いい影響ばかりではないかもしれません。一般には入れて欲しいという方はいる



とは思いますが，難しいのかなと思います。 

 

【＿委員】アンケートについてですが，利用者のみを対象とした調査で，図書館内のみの調査だ

と思うので，やはり，調査としては偏りがでるのですね。母数は地域住民全部なので。ただ，

地域住民全部を対象とすると，労力としては大変なのですが，アンケート用紙の回収箱を市役

所に置かせてもらうとか，市の出張所に置かせてもらうとかして回収する事例もあります。図

書館を利用してない人が，なぜ図書館を利用していないかが気になります。 

 

【議長】一回でも利用すると，いいのでしょうけど，その一回が踏み切れないという人もいます。

確かに重要な御指摘ですね。ニーズを掘り起こしていく，価値のあるところです。 

 

【＿委員】アンケートは，どういう形で取っているのですか。 

 

【事務局】アンケートにつきましては，ボックスを置いておきまして，その隣に用紙を置いて，

それぞれ取って書いていただくという形をとっております。 

 

【＿委員】見和図書館が来館者数は一番多いということなのですが，回答を見ると，西部図書館

の回答が多いですよね。館の特徴ということがあるのですか。 

 

【事務局】たまたまですね。同じようにやって，今回のアンケートでは西部が少し多くなりまし

た。 

 

【＿委員】アンケートについて，回答者数が中央図書館だと 108 名，令和２年度の入館者数だと

72 万８千人，回答者数があまりに小さすぎるのではないかと思います。特にアンケートに答

えてくださる方は図書館に対して意欲的だと思うので，もう少し取り方に工夫ができるので

ないかと感じました。具体的な案があるわけじゃないのですが。今だと入館者数の１％にも満

たないので，少ないと思います。 

 

【事務局】御意見いただきましたので，各事業の参加者とか，機会をとらえてお願いしたいと考

えております。アンケートに答えるのは何もメリットがなく，ボランティアで答えていただい

ております。粗品ぐらい出すべきなのでしょうけど。そこまでお金をかけてやるべきなのかど

うか。今後は，1 人１人に声をかけてやっていきたいと思っております。 

 

【議長】大学の図書館で私の前の館長から図書館グッズをアンケートに配るということを始め

ました。予算を取って作って，制作数を増やしておりましたけれども。そういう方法がいいか

どうかわかりません。批判もあったのですが，アンケート回答数がだんだん増えるものですか



ら，批判がなくなってきたというようなことがあります。それでは，この一言だけは言ってお

きたいなっていう方もいらっしゃいますか。 

 

【＿委員】絵本，児童図書に関わっているものです。水戸市の図書館では，紙芝居の台をお借り

することができないのですね。昨年私立幼稚園が二つ閉園になったそうですが，紙芝居の台の

余ったものがあれば，寄附していただいて，私どものような団体に貸していただけたらありが

たいなと思っています。それと，絵本をセロテープで補修しているのを，ここのところよく目

にするので，なんとかしていただけたらと思います。 

 

【議長】職員が，補修の研修なんかなさっていますよね。借りた人が直してくださいじゃなくて

専門家が直すので，お子さんが御覧になるので破れることは当然ありますとお伝えする。そう

いうような方法は有益かもしれません。 

 

【事務局】紙芝居の台のことなのですが，中央図書館では読み聞かせ団体の方にお貸しできる台

をそろえておりますので，お申込みいただければ，お使いいただけます。大きいのも小さいの

もあります。 

 

【＿委員】ごめんなさい。中央図書館の貸出しは知らなかったです。 

 

【議長】要するに情報交換会ですから，それがわかれば，各団体にお伝えいただいたり，仲間内

で情報共有していただいたりすればいいですね。 

 

【事務局】補修に関しては，職員の方で，気づき次第修理の方をしておりますので，セロテープ

を貼ったりする利用者の方もいるのですが，見つけたら専用の液で剥がして，また専用テープ

で補修ということもやっています。返却時に気を付けて見てはいるのですが，もしお気づきの

本がありましたら，各館にお出しいただければと思います。 

 

【＿委員】個人で勝手に修理するのは困りますっていうことをＰＲするところがあるのですね。

そうすると逆に本が傷んでしまうと。紙芝居も大人の本も，勝手にテープでごまかされてしま

うと，逆にその本がもう本当に傷んでしまうので，それをしないでねっていうＰＲを図書館側

でするっていう方法もあると思います。 

 

【事務局】今，東部図書館では，「本が泣いている」っていう企画をやっています。机の上に，

汚れてしまった本，落書きされた本，水濡れしまった本，それから破れてしまった本，セロテ

ープの本になるのですけども，展示して，「絶対にセロテープでは修復しないでください，図

書館の方にお持ちください」と大きく書いた紙を置いてあります。 



 

【＿委員】わからないでよかれと思ってやっていることもあると思うので，どこの館にも，それ

がお願いできればと思います。 

 

【＿委員】一番新しい「広報みと」に，今回４ページも図書館の特集があって，よかったと思い

ました。読んで，図書館に行ってみようと思う方もいらっしゃると思います。 

 

【＿委員】今の補修の話も，東部図書館で展示をやっているのは良いことなので，できれば全て

の館で取り組んでいただきたいと思います。もう一つ，ＹＡサポーターについて，東部と見和

では頑張ってらっしゃるという話ですが，地域で，大きい子と小さい子が触れ合う機会になる

し，図書館に来る子が増えることになると思うので，どの館でも取り組んでいただけたらなと

思います。どの館も同じ，水戸市の図書館っていうところを大事にしていただきたいというこ

とがあります。 

 

【議長】学校が近いかどうかっていうところですよね。そこら辺全体的なものもあるかもしれま

せんね。運営するのは大変なのですが，やはり効果はあるように思います。 

 

【＿委員】中央図書館の参考資料室で。ロッカーに鞄を入れてくださいっていうことになってい

るのですが，ロッカーに鞄を入れるときに，中の資料を置く棚がないので，物を置ける机があ

ればいいなあと思っております。  

 

【事務局】その辺は，スペースを見て対応したいと思います。 

 

【議長】貴重な御意見ありがとうございます。それでは最後，６番その他，デジタルアーカイブ

の御紹介をよろしくお願いします。 

 

【事務局】（スクリーン資料に基づく説明） 

 

【議長】大変わかりやすい御説明，ありがとうございました。たくさんの御意見をいただきまし

た。ありがとうございました。それでは，事務局の方にお返ししたいと思います。 

 

【事務局】皆様，長時間御参加をいただきましてありがとうございました。御意見，御要望につ

きましては，今後の水戸市立図書館運営に反映させていきたいと思います。それでは以上をも

ちまして，令和３年度第１回図書館協議会の終了とさせていただきます。本日はどうもありが

とうございました。 


