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平成２１年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)会議録 

 

                   日 時 平成２２年２月１８日(木) 

                       午後２時～４時５分 

                   場 所 鈴鹿市立図書館 視聴覚室 

                   出席委員 ７名  欠席委員 ２名 

                   出席職員 ４名 

 

１ 開会 

（委員長） 〔運営委員会の開会〕 

      開会に際して文化振興部長から御挨拶をいただきます。 

 

      〔文化振興部長挨拶〕 

 

２ 議題 

（委員長） それでは，議題の第１，平成２１年度図書館事業報告について，事務局

より説明願います。 

（事務局） 〔「平成２１年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)資料」１頁から３

頁に沿って説明。〕 

（委員長） 御意見、御質疑があれば伺いたいと思います。 

（委 員） ２頁の各種事業の実施で，おはなし会，よみきかせやさんの日，夏休み

おはなし会などがありますが，これらの催しものは，どのような方法で子

どもたちに知らせているのですか。参加人数から考えての質問なのですが，

学校を通してされているのか，それとも広報すずかを通してなのかお伺い

します。 

（事務局） 主に広報すずかで事前にお知らせをしています。他には，館内でのポス

ター掲示やちらしの配布，図書館のホームページへの掲載等で知らせてい

ます。あと，３カ月ごとに作成している図書館カレンダーへの掲載により

図書館の利用者に周知しています。 

（委 員） 参加人数で夏休み手作り絵本教室が１７３名，よみきかせやさんの日が

１０４名，夏休みおはなし会が１０６名，クリスマスおはなし会が８３名

夏休み子ども映画会が４５４名となっていますが，この数字を多いとみる

のかどうかということです。 

 参加者数は伸びているのですか。 

参加者数は伸びていってほしいと思うのですが，伸ばすならどのような

方法が考えられますか。 
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（事務局） 定例のおはなし会については，１階の親子コーナーで行っていますので，

毎回２０名～４０名が限度だと思います。 

平成２０年度の参加者数は，よみきかせやさんの日が８０名で２０名ほ

ど増えています。夏休みおはなし会については９８名でわずかな伸び，ク

リスマスおはなし会は８２名でしたので，ほとんど変わりませんでした。

夏休み子ども映画会については，２９６名となっていますので１５０名ほ

ど増えています。夏休み手作り絵本教室は１６３名で１０名の伸びとなっ

ていますが，全体的に見ますと施設の収容能力と，催しの開催日数を増や

すのは，今の段階では体制的に難しいことから，平行線をたどっていると

いうのが現状です。 

（委員長） 他になにかございませんか。 

（委 員） ３頁の６ 各種事業等の実施の（９）社会見学の受入れについてお伺い

します。 

      小学校３年生の社会見学が１１校となっていますが，ここ２，３年の動

きはどのようなものでしょうか。多いのか少ないのかわかりませんが，最

近の傾向としてどのようなものでしょうか。 

（事務局） 今，手元に平成２０年度の資料しかなく申し訳ありませんが，昨年度は

１２校，計９８３名となっています。 

見学は小学校の３年生が対象となっており，各学校からの申込みにより

ますが，大きな変動はありません。 

（委 員） 社会見学は小学校３年生が対象でないといけないのでしょうか。 

 もっと幅を広げていただくと，数が増えるような気がしますが。 

（事務局） 社会見学は，各学校からの申込みにより，受入れているものです。 

      なお，３年生以外や幼稚園，保育所などからの申込みにつきましても受

入れをしております。 

（委 員） 鈴鹿市では，小学校３年生で市内見学，４年生が県内，５年生になると

名古屋市など近場の県外見学となっていたかと思います。市内見学の中で

図書館を入れたり，北勢茶センターを入れたり，学校によってそれぞれの

見学となります。 

図書館の利用者を増やすためにも，図書館の見学を多くして，突破口を

見つけ，子どもや親が図書館の方へ足を向けるような工夫が必要だと思い

ます。小学校３０校中１１校の見学ということですので，もっと増やすた

めに，学校からの働きかけだけではなく，図書館からの働きかけも大事だ

と思います。お話し会などの催し物とも連動してくると思います。 

（委 員） ３頁の（４）年賀状展の開催や（５）図書館を使った“調べる”学習賞

コンクール入賞作品展の開催がありますが，学校と連動して実施したらと
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思うものがあります。どういうものかといいますと，｢読書郵便コンテスト｣

です。これは，中日新聞が主催して，子どもたちが本を読んで，それを絵

ではがきに書いて出すというもので，昔でいう郵政省と学校関係がタイア

ップした事業です。子どもたちに本を読ませたいという願いの中で作られ

たもので，三重県では，今では１万人くらいの子どもが参加していると思

います。その中でいい成績をおさめたものの展示をしたら良い催しになる

のではと思います。 

同じように，｢読書感想画コンクール｣というのがあります。本を読んで

画用紙に絵で表わし応募します。そういう作品を年賀状展と同じような形

ですれば刺激になると思います。学校の図書の先生とタイアップすれば，

そんなに手間はかからないし，予算もかからないと思います。そうすると

少なくとも出品された子どもさんや親御さんが図書館へ足を運んでくれる

と思います。 

（委 員） ３頁 ７ 視覚障害者サービスの実施についてですが，録音図書の貸出

しは，障害者の手帳がなく，高齢でテープで聞きたいという人に貸出しが

可能なのかお伺いします。 

（事務局） 登録制になっていまして，障害者手帳を見せていただいたうえで登録し

貸出しをしています。 

（委 員） 一般の人が年を取ったからといって借りられないわけですね。 

（委員長） 他，何かございますか。 

（委 員） 職場体験学習の受入れについて，中学生のインターンシップの受入れが

大木と神戸と創徳とお伺いしましたが，近辺だからということですか。 

     希望があれば，受入れてもらえるのでしょうか。 

（事務局） 学校からの要請があれば受入れています。学校からの打診がありそれに

応じて受入れています。学校側とも事前に打合せをしまして，来ていただ

く時間や作業の詳細について説明をします。 

なお，指導する職員の関係もありまして，１度にたくさんの学校が重な

りますと受入れができませんので，日程の調整をしていただく場合もあり

ます。 

（委 員） 中学校が３校では，少ないので，もっとたくさんの人に経験してもらえ

ると幅も広がっていくと思います。 

（委 員） 職場体験とは，どういうシステムなのでしょうか。 

（事務局） 各学校で職場体験を実施するにあたって，どのような事業所があるのか

一覧表があるのだと思います。職場体験の期間をそれぞれの学校で決めて，

生徒さんが行きたい職場を選ぶようになっていると思います。 

      図書館へ職場体験にみえる学校は，中学，高校とも毎年来ていただいて
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います。ほとんどの学校が３名の生徒さんで体験されますので，２校まで

くらいなら同時に受入れできますが，１度にたくさんの学校となると難し

いので調整しなければなりません。 

（委 員） 職場体験は１日ですか。 

（事務局） ３日間が多いです。 

（委 員） 大半は民間の事業所が体験学習先だと思いますが，公共的なところは，

図書館のほかにどのようなところがありますか。 

（事務局） 保育所や福祉施設などがあります。 

（委員長） 他に何か質問はありますか。 

（委 員） ３頁の８ 除籍資料の活用についてお伺いします。 

      除籍は不定期にされているのか，定期的にされているのか。 

（委 員） 除籍図書で，リサイクルに出された図書を，市民が持っていかれるのは

どのような状況でしょうか。 

      かなり利用されることが多いですか。 

（事務局） 除籍は，各部門の担当者が蔵書状況を調べながら順次行っていますので，

不定期にしています。今年度は年度途中ですのでわかりませんが，昨年度

は除籍したのが雑誌を含めて９，８３２冊で，内７，６１６冊リサイｆｕ

ｌｌをしています。 

 除籍したものを，しばらく期間を置いてから，リサイｆｕｌｌのシール

を貼り，玄関ロビーに配架しています。リサイｆｕｌｌに出したものは，

全部はけていきます。 

（委 員） 除籍は１０，０００冊弱くらいが限度でしょうか。 

（事務局） 古いからといって，片っ端から除籍するものではなく，貸出率などのデ

ータを見ながらしています。利用率が高ければ除籍するわけにはいきませ

ん。 

（委 員） 雑誌は保存期間が決まっていましたね。 

（事務局） 内規により，別に長期保存を定めているものを除き，原則１年となって

います。 

      郷土に関わるものについては，雑誌であっても，永久保存しています。 

（委員長） それでは，第２議題の平成２１年度図書館利用状況等について，説明を

お願いします。その後，御質疑を受けたいと思います。 

（事務局）〔｢平成２１年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)資料｣４頁から１６頁

に沿って説明。〕 

（委員長） 説明に対しまして，御質疑や御意見がございますか。 

（委 員） 資料に載っていないことで，質問しますが，予算的なことで，本年度，

新規に買える図書購入費はいくらでしょうか。 
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（事務局） 平成２１年度２，０００万円，平成２２年度はまだ議会で議決されてい

ませんが，同額の２，０００万円の予定です。財源としましては，宝くじ

のオータムジャンボ交付金が１，８００万円と残りは一般財源の２００万

円となっています。 

平成１８年度から２，０００万円となっています。 

（委 員） 人口約３０万人の四日市市とか津市の予算はどんなものでしょうか。 

（事務局） 津市は，市町村合併により図書館が何館かありますので増えていて，突

出しています。四日市市も２千数百万円くらいです。 

（委 員） 県立図書館は，どうでしょうか。 

（事務局） 今手元に資料がありませんが，一時，全国最下位となり，かなりひんし

ゅくをかった経緯があり，若干増やしたと思いますが，それでもまだ，県

立図書館としては，全国の中では下位で低迷しているのが実態です。 

（委 員） 鈴鹿市の予算２，０００万円は，決して満足ではありませんが，よく頑

張っていただいていると思います。 

（委 員） 公民館の乳幼児教室で，参加者のお母さんから，｢図書館の本は汚いし，

古いですよね。｣と言われました。子どもの本は３０年前に出版されて，今

も読み続けられているものもあります。どんどん古くなっているイメージ

が外から見てもあると思います。読めなくはないし，大切にしていくこと

も大事ですが，きれいな本も読みたいという希望もありますので，今ある

本でも，新しく買い替えていただけたらと思います。そうすることによっ

て，図書館へ足を運ぼうという方も出てくるのではないかと思いますので

よろしくお願いします。 

（委員長） ほかに何かございませんか。 

（委 員） 入館者数に歯止めがかかったような感じがしますね。少しずつ減少して

きていませんでしたか。本年度は，わずかですが昨年度より増えています

が。 

（事務局） 平成２０年度に，貸出人数を含めて若干減少傾向にあったのですが，今

年度はその減った分を少し取り戻した形で現在推移しています。この背景

がどこにあるのか明確なものはありませんが，相対的には，経済情勢が厳

しい時代になってきた中での微増であり，ほかに伸びていく要素は思い浮

かびません。図書購入費も増えていませんので，その辺が要因かなと思い

ます。 

（委 員） 入館者数はどこでカウントしているのですか。 

（事務局） 玄関を入った所で光線を使って，数えています。入口を入った所にセン

サーを設置していますが，男女別とか大人子どもの統計はとれません。 

      平日が，平均で１，０００人弱，土曜・日曜日が１，５００人から多い
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時で２，０００人程の入館者があります。 

（委員長） ほか，何か御質問よろしいですか。 

（委 員） １２ページの公民館配本状況のところで，一般図書，児童図書，雑誌，

郷土資料，大活字本とありますが，郷土資料が以外と少ないですね。 

（事務局） 郷土資料については，原則，貸出禁止のものと，一般図書の中にも郷土

資料的なものがあります。この郷土資料の冊数は一般閲覧室の郷土資料コ

ーナーの図書となっています。郷土資料は貴重で冊数も少ないですので，

あまり配本にはなじまないことから，このような状況となっています。ち

なみに，図書館２階参考図書室に置いてある郷土資料の本は貸出禁止です。

なお，各公民館への配本については，各公民館の要望を踏まえて行ってお

ります。 

（委 員） 配本状況は平成１８年度から平成２１年度でどれくらい増えていますか。 

（事務局） 図書館としては，１公民館当り１，０００冊を目標としていますが，公

民館の施設状況があります。公民館の中を片付けていただき，図書館で配

本用の書架を買って本を置くよう協力してもらっている公民館もあります。

書架については，各公民館にもそれぞれ事情がありますので，各公民館と

調整しながら，進めていきたいと思っています。 

      御質問の配本冊数ですが，平成２０年度末で１８，５９８冊，今年度は

年度途中ですが，平成２１年１２月末で１９，６２４冊となっていますの

で，現段階で１，０００冊ほど増加しています。 

（委 員） 配本状況が９６冊の公民館があり，個人の家でも，もっと蔵書があるの

で，１，０００冊を目標に，毎年１００冊くらい更新してもらうと，本を

見ようかという人がどんどん増えると思います。全公民館で３０，０００

冊，毎年３，０００冊ほど増えればと思います。何も図書館の責任ではな

く，行政全体の責任として取り組んでいただくとありがたいと思います。 

（事務局） 図書館としては，できる限りの本を各公民館へ配本して住民の方に見て

いただきたいという思いを持っています。新しく建てている公民館には，

図書の書架も設置して，本を置けるようにしていますが，従前の公民館は，

非常に手狭な設計になっていて，公民館の建物の大きさも新しい公民館の

半分以下ですので，本を置く場所もあまりない状況です。公民館とうまく

協調しながらできるだけたくさんの本を置いていきたいという思いで進め

ているところで，目標としては各公民館に１，０００冊を目途にいたして

おります。 

      一刻も早く近づける努力をしたいと思っているところですので，御理解

願います。 

（委 員） 公民館によっては，暖房も入らないところに本が置いてあり，今の季節
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寒いので，本を選ぶ気にもなりません。また，高い書架では，子どもや高

齢のお年寄りには，本を選びにくいし，低い書架にするとスペースが必要

になってきますので，公民館を直していただかないといけないと感じます。

もっと公民館の設備を直していただきたいと思います。そこからのスター

トになると思います。 

（事務局） 以前，図書室のあった公民館の中には，公民館長やセンター長の判断で

図書室を会議室に変えてしまった館もあり，地域にあった使い方をしてい

ますので，図書館の考えとうまく調整がとれない部分があります。 

（委員長） それでは，第３議題の平成２２年度の図書館重点事業について事務局よ

り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(第２回)資料｣１７頁に沿っ

て説明。〕 

（委員長） 平成２２年度の図書館重点事業について，前年度と内容に変更はありま

せんが，何か御質問はありますか。 

      何もないようですので ３ その他事項に移りたいと思います。 

      事務局よろしくお願いします。 

（事務局） 国民読書年について説明いたします。 

〔当日配布資料に沿って説明。〕 

（委員長） ありがとうございました。今年が国民読書年ですね。何か御意見などあ

りますか。 

（事務局） 図書館の取組みといたしましては，厳しい財政状況のなか，新たな事業

の実施は予算的に難しいため，従来から実施してきております諸行事を国

民読書年のイベントに位置付けて，さらに充実を図りたいと思っておりま

す。 

また，関係機関からの取組み方針や具体的な実施計画の情報も，まだ，

届いておりませんので，今後の動向を見極めながら対応していきたいと考

えております。 

（委員長） いろいろ貴重な御意見をありがとうございました。 

      長時間にわたり，お疲れさまでした。 

      これで，本日の委員会を終了いたします。 

 

 

 


