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 平成２１年度鈴鹿市立図書館運営委員会会議録 

                 日 時 平成２１年 ７月 ２日(木) 

                     午後 ２時００分～４時００分 

                 場 所 鈴鹿市立図書館 視聴覚室 

                 出席委員 ９名 欠席委員なし 

                 出席職員 ５名 

 

１ 文化振興部長挨拶  

２ 委員長の選出 

〔鈴鹿市市民委員会規則第４条第１項の規定に基づき，委員の互選に

より選出。〕 

３ 委員長職務代理者の指名について 

〔鈴鹿市市民委員会規則第４条第３項の規定に基づき指名。〕 

（委員長） 議題に入る前に，初めての委員もお見えのため，本日開催の図書

館運営委員会の会議録の作成及び公開の取扱いについて，事務局か

ら説明願います。 

（事務局） 会議録の作成及び公開の取扱いについて説明。 

４ 議題 

（委員長） それでは，議題にはいります。図書館の概要等について，事務局

より内容の説明をお願いします。 

（事務局）〔「平成２１年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」１ページから８

ページに沿って説明。〕 

（委員長） 資料の説明を最後まで通しですると相当長くなりますので，事業

概要等と事業報告までで一旦切って，質問を受けたいと思います。 

（委 員） 特徴的な事業やＰＲ，宣伝的なものがありましたら，報告願いま

す。平成２０年度も平成１９年度と同じような形で流れたのかなと

は思って聞いていましたがどうですか。 

（事務局） 今，委員がおっしゃられたような流れのなかで実施しているわけ

ですが，特にリサイｆｕｌｌ図書の再活用をしたいと思いまして，

今年度は，玄関ロビーのリサイｆｕｌｌ図書コーナーに出す前に，

まずは，市の施設関係，学校とか保育所で再活用ができないかとい

うことで，掲示板に載せました。 
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それで，その後に玄関ロビーのリサイｆｕｌｌ図書コーナーに配

架しまして市民に利用していただく形をとりました。これは，本年

度から実施させていただいたものです。 

（委 員） 掲示というのは，どこへ掲示されるのですか。 

（事務局） 市の職員が使用しているパソコンの庁内ＬＡＮの掲示板です。リ

サイｆｕｌｌ図書として活用してくださいと掲示します。そうしま

すと，小学校や幼稚園，保育所などから図書館に相談があり，希望

される図書を提供して，再活用をお願いしています。 

（委 員） 一般市民の人は除かれているわけですね。 

（事務局） これは，児童図書について試みとして始めたもので，一般図書は

まだ行っていません。児童図書は，小学校などでの有効利用が高め

られることから，再活用のお願いをしています。その後に残ったも

のは，１階ロビーのリサイｆｕｌｌコーナーへ出しています。一般

図書は，施設などから直接依頼のあったときのほかは，直ぐにリサ

イｆｕｌｌコーナーへ出しています。 

（委 員） 今日もリサイｆｕｌｌコーナーを見ましたが，結構いい児童図書

がありますね。 

（事務局） まずは，行政からリサイクル活動を広めていって，その上で拡大

をしていこうと思い，実施しています。 

（委 員） この時代は，パソコンが普及し，各家庭にもそれぞれあるように

なって，書物から非常に遠ざかっていく時代となっています。時代

の流れで仕方がないといえばそれまでですが，パソコンばかり使っ

て書物から離れていくことはさびしいことです。まず，一番大事な

ことは書物に手を触れるということだと思います。本に触るという

こと，本に感触を持つことが大切だと思います。 

      それには，図書館のＰＲをもっともっとしていただいたらいいの

ではないかと思います。 

小学生の社会見学等が資料の中にありますが，小さい時から図書

館に来て，本を体で触って覚えることが一番基本だと思います。 

（委 員） 資料の８ページに小学校の社会見学受入れで，１２校で９８３名

の３年生が来られたという実績が載っていますが，平成２０年度は，

今までで一番多かったのではないかと思います。今後もどんどん増
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やしていただくことは，大賛成です。小さい時から本に触れるとい

うことは，子育てでも重要な位置を占めると思います。ＰＲしてい

ただいて見学を増やして，もっと，本に触れるような活動を考えて

いかなければならないという意見だったと思います。 

（事務局） 社会見学の件ですが，資料のなかでは，小学校３年生は，制度的

に社会見学が授業のなかで設けられていますので，統計を取り，載

せています。その他に，幼稚園や保育所が図書館の中を見せてほし

いということで，来ていただいています。小学校３年生の見学の時

は，担当職員が対応して，館内を回って図書館の案内と利用の説明

をしています。幼稚園や保育所の場合は，児童閲覧室を見学してい

ただいていますが，統計には挙げていませんので，ご了承願います。 

（委員長） 引き続き図書館の概要，資料９ページから，事務局より説明願い，

その後に質問をいただきます。 

（事務局）〔「平成２０年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」９ページから２

２ページに沿って説明。〕 

（委員長） 資料２２ページまでの説明に対して質問等ございませんか。 

（委 員） 督促状況についてですが，督促しても帰ってこないのもあるので

すか。 

      督促状は葉書ですか，封書ですか。 

      また，督促状の切手代は相当な金額になると思いますが，請求す

るのですか。 

（事務局） 督促した図書は，ほとんどが返却されますが，幾らかは残ってし

まいます。 

督促は，封書による郵送を２回し，それでも返ってこない場合は

電話等で連絡をしています。転出などで郵便が戻ってくるのが月に

１０件程あり，調査して半分以上は宛先が判明しますが残ってしま

う件数はどうしてもあります。 

 以前は, あまりにも件数が多いので，１回目を貸出期限から２か

月経過で督促していましたが，今では，１カ月経過に短縮いたしま

した。ずるずると返さない人が増えますので，もっと短縮をしたい

のですが，件数が多いので，督促発送に係る郵送代の経費がかさむ

ことになります。 
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 昭和５６年に開館した当初は，規則で督促に係る実費弁償を規定

して，郵送料を請求していました。しかし，非常に事務が煩雑で，

払わない人も多く，また他の図書館での徴収事例が見うけられない

こともあり，その後の規則改正で費用弁償を削除して今に至ってい

ます。 

 今後の方策として，インターネットを利用して，メールで督促が

できないか検討しています。当初のプログラム経費だけで，督促経

費は掛かりませんが，個人情報の関係がありますので慎重に取り組

んでいく必要があります。 

 利用マナーが低下してきていますので，まず貸出期限を守る呼び

かけをして，期限オーバーの件数を減らす努力が必要と思っていま

す。その後で，督促期間を短縮していきたいと考えています。 

（委 員） リサイｆｕｌｌ図書は，図書の背ラベルとバーコードの上に，リ

サイｆｕｌｌ図書のシールが貼られますが，その本でのトラブルは

発生していませんか。リサイｆｕｌｌ図書のシールが剥がされて，

捨てられたり，また戻ってくるというようなことはありませんか。 

（事務局） 今のところはありません。 

      背ラベルに貼ってあるシールは取れるケースがありますが，バー

コードの上のシールは剥ぎ取りが難しいと思います。 

（委 員） 簡単には剥げないのですか。 

（事務局） 粘着力の強いシールにしていますので，簡単には剥げないと思い

ます。 

（委員長） 他に，質問はありますか。 

（委 員） 開館時間について，平日より土曜・日曜日の利用者がかなり多い

ようですが，平日は午後７時までで，土曜・日曜日は午後５時まで

の開館時間となっています。 

      土曜・日曜日の開館時間を午後７時まで延長するような要望はな

いですか。 

（事務局） 市民の方から時間延長の声は，聞いていません。平日の場合は，

勤務の都合で仕事が終わってから利用される方もみえますので，午

後７時までの延長開館をしています。 

      平日は時差出勤での対応をしていますが，土曜・日曜日の開館時
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間も午後７時までに延長するには，職員体制の問題もあります。 

（委 員） この図書館には，本を管理する最新の電子機器が導入されていな

い状況にあるなかで，これだけたくさんの本が貸出しされ，そして

返却されていて，また新しい本も入ってくるわけで，書架の整理を

きちんとしていかなければなりません。市民の側からすれば，図書

館は，いつでも開いている方が良いと思ってしまいますが，現状で

は，書架の整理などが，連日午後７時まで開館していくとなると難

しくなってしまうと思います。 

（委員長） 他に，質問はありますか。 

（委 員） わずかですが，入館者数，貸出人数が減っているのが，気になり

ます。予算はどうにか踏みとどまっているようですが，魅力ある図

書館を目指していただきたいと思います。 

今，話題になっているような本は全部入っているのでしょうか。 

（事務局） 話題になっている図書は，一応買いますが，以前のように副本を

何冊も購入という事は非常に厳しい時代です。これは他の図書館で

も同じような状況になっていると思います。たくさんの方が予約を

されますので，なかなか順番がまわってこないことになります。 

（委 員） 話題の本は最低でも３冊くらいほしいですね。 

新しい本があれば利用者も伸びますが，古い本では伸びないと思

います。 

（委員長） 他に，質問はありますか。 

（委 員） この図書館の蔵書数は，県内の図書館の中でどれくらいの位置に

あるのですか。 

（事務局） 蔵書冊数は，県下で５番目です。 

（委 員） １番から４番まではわかりますか。 

（事務局） 平成１９年度の図書館の統計資料ですが，１番は津市です。津市

は合併しまして，かなりの図書館数になっている関係もあります。

２番目が四日市市で３番目は桑名市です。桑名市は新しい図書館を

オープンして重点的に蔵書を増やしています。４番目は伊勢市とな

っていまして，次が鈴鹿市となります。伊勢市の蔵書冊数が３９万

４千冊で当市は３３万冊です。ちなみに津市は９９万６千冊となっ

ています。 
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（委員長） それでは，また後でも質問をお受けしますので，次に進めます。 

２３ページの平成２１年度図書館予算概要から最終ページの３０

ページまで説明をお願いします 

（事務局）〔「平成２１年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」２３ページから

３０ページに沿って説明。〕 

（委員長） ２３ページの予算概要と２４ページの平成２１年度主要事業実施

予定につきまして，何かご質問がありましたらお伺いします。 

（委 員） 図書購入費が２千万円になってから何年目でしたか。 

（事務局） 平成１８年度から２千万円に減額となっています。 

      平成１８年度と１９年度の利用は，一応ある程度の確保はできて

いましたが，２０年度の３年目になって，若干の減尐という形にな

り，予算面の影響もあるのかと感じています。 

（委 員） 前は確か３千万でしたね。 

（事務局） 平成１８年度から１千万円減らしてきていますが，今年度につき

ましては，特に鈴鹿市の財源がないことから，図書館の事業だけで

はなく，他の文化振興部所管の文化事業やスポーツ事業なども予算

を減らさざるを得ない財政状況です。決して図書館だけにしわ寄せ

がきているわけではありませんので，御理解いただきたいと思いま

す。 

（委 員） 平成１８年度に，図書館が一番に予算を減らされたのですか。 

（事務局） 福祉とか，ごみ対策などの生活密着型の予算については，なかな

か減らすということは，難しいと思います。不景気になって，真っ

先に切られるのが文化関係の予算というのが，現状です。 

      こういう時ほど踏ん張って，鈴鹿市の文化は，頑張っているとい

うことを示したいのですが，今はそこまで及んでいませんので，尐

ない予算の中で，知恵を出し合ってなんとか乗り切っていかなけれ

ばならないのかなと思っています。 

（委 員） 図書館には一般市民から持ち込まれる本もあるわけですが，それ

は全部受け入れるのですか。それとも本の選別はされるのですか。 

（事務局） まんがとか雑誌，テキスト，宣伝や通販のカタログなどについて

は，お断りしています。それ以外はフリーライブラリーを自由に利

用していただいています。持ち込まれた本の中で，図書館の蔵書に
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したいものもありますので，その場合は抜き取って整備して収蔵さ

せていただいています。 

      全集物で欠本になっているもの，蔵書にはあるが相当に傷んでい

て，持ち込まれた本の状態の方が良い場合は差し替えるなどで，図

書館の蔵書にさせていただきます。 

（委 員） 電話で，見に来てください，取りに来てくださいということはあ

りますか。 

（事務局） 基本的には，持って来てくださいとお願いしています。人的体制

の問題で余裕がありませんので，図書館がぜひ蔵書にしたい本が多

数ある場合などは，その都度対応を検討しています。 

（委 員） 不用となった本の持ち込みの宣伝はしてみえるのですか。 

（事務局） 蔵書にしない場合がほとんどですので，あまり宣伝すると，引っ

越しとか，家を建て替えたりする時，模様替えなどで出されるので，

多量になります。図書館の書庫もいっぱいの状態ですので，積極的

なＰＲはしていません。 

（委 員） 私の関係している施設でも，たくさんの方が古い本をいっぱい持

ってこられます。残ってしまうかと思うような本でも全部はけてい

きます。ですから，どんどん持ち込みも増えていくばっかりです。 

      これを図書館が宣伝もして呼びかけたら収拾がつかない大変なこ

とになると思いましたので，お聞きしました。 

（委員長） 他に，質問等ございますか。 

（委 員） 除籍についてのお願いですが，子どもの本は３０年くらいのロン

グセラーのもの，今でも読み継がれているものがたくさんあります。

そうした本は残しておいていただきたいと思います。初版本などは，

非常に価値があるものもありますので，５年が経過したからといっ

ても除籍しないでいただきたいと思います。もちろん，貴重な児童

書は残していただいていると思いますが，よろしくお願いします。 

（事務局） 児童書，特に絵本等につきましては，傷みが激しくて使えなくな

って除籍することが多いです。貴重な本については，担当職員にも

気をつけるよう伝えさせていただきます。 

（委員長） 議題の（２）その他について，事務局から提案はありますか。 

（事務局） ございません。 
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（委員長） 次に５番のその他ですが，御質問等ございますか。 

（委 員） 今，一番図書館で困っていることとか，特に希望していることと

かありますか。そうした事から一つずつ解決していかなければなり

ませんので，どのようなことがあるか，お聞かせください。 

（事務局） 困っていることは，ありすぎて大変難しい御質問です。 

      現在の図書館は竣工後２８年経過していまして，当初の想定蔵書

冊数が１８万冊となっていました。建設当時の想定人口が１８万人

となっていまして，市民１人１冊ということからきています。とこ

ろが，今，３０万冊を超えていますので書架も書庫も飽和状態にな

っています。それで，返却された本が書架に並びきらず，本の上に

横積みになるような状況が発生しています。除籍も進めていかなけ

ればならないのですが，受入れ冊数以上の除籍をしないと収容スペ

ースがないという問題があります 

      それと，施設が老朽化してきたこともありますし，活用できるス

ペースも視聴覚室と会議室の２室しかありませんので，転用のでき

る余裕がない厳しい状況にあります。 

      図書購入費が減額されていますが，入れるスペースがないので，

財政当局への説明がしにくい状況にあります。図書購入費は増やし

てほしいのですが，本を入れるスペースが無い，そうなると，どん

どん除籍をしなければならないということになります。 

（委 員） 事業報告の説明でテーマ展示というのがありました。これは，ど

のようなことをするのでしょうか。おもしろい企画ができそうな気

がしますが，今，どのような内容でしてみえるのですか。 

（事務局） 月ごとにテーマを決めて実施しています。例えば６月であれば，

環境月間に因んで，環境問題をテーマとし，ポスターを掲示して，

それに関連した図書を集めて展示しています。その月々に応じたテ

ーマを掲げて，展示しながら，貸出しをしています。なお，７月と

８月については，課題図書や自由研究，戦争に関した本を展示して

います。 

（委 員） そのようなコーナーを一般の方に声を掛けて解放するというのは

どうですか。蔵書や所蔵作品などを，たくさんの人に見ていただけ

たらと思ってみえる方もおられると思います。 



 

 9 

（事務局） そうした方向も考えさせていただきます。 

（委 員） 図書館のＰＲについて，利用促進をするために，メディアを利用

されたらどうですか。お金が掛からない方法で上手に使われたらと

思います。催し物をするのにもＰＲをしていただくといいと思いま

す。 

（委 員） 図書館のホームページで情報提供をしてみえると思いますが，そ

れに対する反応，反響はいかがでしょうか。 

（事務局） 行事などの情報は，その都度，報道機関に提供しています。 

      ホームページにも情報は掲載していますが，反響については，具

体的にはわかりません。トピックス欄への掲載は経費も掛りません

ので，活用してＰＲしていきたいと思います。 

（委 員） 専門の職員の方はみえるのですか。 

（事務局） いませんが，そういう事に堪能な嘱託職員がいますので，頑張っ

てしています。 

（委 員） 地下に閉架用の書庫はありましたか。 

      地下があれば敷地の全面活用ができたのですが。 

（事務局） 地階はありません。 

      参考として他の図書館では，学校の余裕教室を借りて書庫を確保

しているところもあるようです。場所が離れたりしていますので，

運用面での問題もでてきます。 

      また，本は重みがありますので，２階以上の場所に置くことは耐

震の関係もありできないと思います。当館でも，２階の学習室に書

架を設置しての収蔵を市の施設担当部署に相談しましたが，構造設

計が書架を置く計算でされていないと思われるので，書庫等への用

途変更は無理との回答でした。 

（委員長） それでは，いろいろ御意見をいただきありがとうございました。

これをもちまして会議を終わらせていただきます。 

 本日は長時間，ありがとうございました。 

 


