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 平成２２年度鈴鹿市立図書館運営委員会会議録 

                 日 時 平成２２年 ６月２９日(火) 

                     午後 ２時００分～４時１７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 ６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２２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） １ページから８ページまでの説明の中で何か質問はありますか。 

（委 員） ７ページの三重県図書館協会ネットワーク部会鈴鹿地区図書館相

互協力研究会についてお尋ねします。 

この協力研究会の主な研究目的は，一般の方もその学校とかに出

向いて利用できるような形を構築していくネットワークの一部で

しょうか。 

（事務局） はいそうです。 

大学でも，一部図書館を開放して一般の方が利用できるところも

あります。鈴鹿工専の図書館が一部利用できますが，昨年の鈴鹿地

区図書館相互協力研究会の会議において，貸出した本が未返却にな
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った時の取扱いはどうするのか，公立図書館と同じように貸出しす

るには，やや難点があるのではないかという感じはしました。 

一般の方の利用を拒否するものではないが，貸出方法をもっと詰

めないと公に貸出しするのは難しいのではないか。大学図書館とし

ては，大学の学生を中心に貸し出すのが本来だと思うし，大学しか

ない本もあります。紛失された場合どのように対応するか問題があ

る。学校と当図書館との間で相互貸借をするにも，もっと詰めなけ

ればならないと考えます。県立図書館の協力を得ながら問題を解決

していかなければと思っています。 

（委 員） 一般の閲覧に関しては自由にできるのですか。 

（事務局） 大学によっては拒否している学校もありますが，だいたいの大学

は広く利用できるようです。 

（委 員） 学校と図書館の協力体制はいいことだと思いますが，このような

協力研究会の動きは，他市ではどうなっているのですか。 

（事務局） 県下では，このような協力体制の研究をしているのは，鈴鹿市だ

けで，他市ではありません。だから，ほとんど動きがありません。 

（委員長） 他に何かありませんか。 

ないようですので，９ページから２２ページまでの平成２１年度

図書館統計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２２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） ９ページから２２ページまでで何か質問がありますか。 

（委 員） １２ページの除籍について，お伺いします。 

郷土資料の除籍が若干ありますが，これらは，傷みとかによる除

籍でしょうか。 

（事務局） そうですね。郷土資料は永年保存となります。郷土資料は除籍に

関する基本方針で，原則として除籍の対象としないとなっています

が，同じ本が複数冊ある場合は除籍の対象となります。郷土資料に

ついては，なるべく残していく形になりますが，ぼろぼろになって

いれば除籍させていただきます。 

（委 員） 先程からの説明で，書架がパンク状態で，計画的に除籍を進めて

いることはよくわかります。 
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ところで，図書館に本の寄贈をする場合に２冊所望されますが，

この扱いはどうなっているのでしょうか。 

（事務局） 郷土資料の場合２冊お願いしていますのは，１冊は参考図書室の

郷土資料コーナーで資料として閲覧に，もう１冊は一般閲覧室での

貸出用となります。 

（委 員） ２１ページの返本督促状況についてお伺いします。 

１か月後に督促状を出した場合とそれでも未返却の場合に２か月

後にもう一度督促をする場合の件数を比較すると５分の１くらいに

なりますが，それでも未返却の場合のその後の督促はどのようにさ

れていますか。 

（事務局） これは，実は困っていまして，もう１年後にもう１回督促するか

検討しなければならないと思っています。ただ，この後の資料に出

てきますが，２９ページに記載の鈴鹿市立図書館資料の除籍に関す

る基本方針で １ 除籍対象資料（９）に１年以上返却されていな

いものとなっています。しかし，除籍する前にもう一度返却を促す

お知らせを出したいですよね。ところが，１年以上も返却をしてい

ない利用者を調べてみますと，住所を転々としていまして，すでに

鈴鹿市から転出，あるいは，県外，場合によっては国外へと転出し

ています。そういう利用者に督促をしても，本を借りたことも忘れ

ている状態です。返本督促については，本を借りた記憶のあるうち

にするべきだと思っていますので，２か月後以降の督促については，

もう少し研究させていただきたいと思います。 

毎年，特別整理期間中に蔵書点検を行っていますが，１，０００

冊以上の不明本があります。盗られた本もありますが，未返却本も

ありますので，これらをどうするか研究したいと思います。 

（委 員） 不明本の話しがでましたが，１階の図書をコピーする場合はどの

ようにするのでしょうか。 

（事務局） カウンターの職員に申し出ていただき，２階の参考図書室でコピ

ーをし，その後に本を戻していただいています。図書を２階学習室

で利用されるときは，館内閲覧票に図書バーコード№と氏名，電話

番号を書いての利用となります。 

（委 員） コピーのみの場合，そのまま持ち帰ってもわからないので盗まれ
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るケースも出てくると思いますが。 

（事務局） 今後，コピーの利用についても，方法を検討していきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

（委員長） 他に何かございますか。 

（委 員） 録音図書を作っているボランティアですが，書籍をコピーする場

合は著作権者の許諾が基本必要でしたが，今年の１月１日から著作

権法が改正になったそうで，公共施設公共図書館などで録音図書を

作る場合は，許諾の必要がなくなったということを聞いています。

それに対して図書館はどうぞ作ってくださいというのか，どういう

ものを作ったのかの報告がいるのか教えてください。 

（事務局） 図書館としては，作成した録音図書の報告をいただきたいと思い

ます。 

（委 員） １７ページの公民館別配本状況について質問します。 

      部長の挨拶のなかで，全域的にサービスを向上していくことを考

えていかなければならないとありましたが，それは，公民館配本を

充実させるということだと思いますが，移動図書館を廃止し，公民

館への配本を開始したのはいつでしたか。 

（事務局） 配本事業を開始したのは，平成１８年１１月１日です。 

（委 員） 平成１８年１１月１日からであれば，平成１９・２０・２１年度

とその事業への予算は反映できますよね。それにしては，あまりに

も，配本冊数が少ないと思います。１公民館当り３，０００冊は配

本していただきたいと思います。 

（事務局） 公民館によりまして，書架のスペースが限られていますので，そ

れぞれの公民館長と協議して，増やせるところは書架を購入してい

ます。平成２１年度には庄野公民館と庄内公民館に書架を増設しま

した。 

 あと，配本につきましては，現在３週間に一度の巡回ですが，巡

回を２週間に変更できないか検討をしており，本の入れ替えを多く

させていただくことを考えています。 

（委 員） 最近建替えの済んだ新しい公民館もありますので，その公民館へ

もっと配本冊数を増やせば利用が増えると思います。公民館へ用事

に来た時に本がたくさんあれば貸出人数も増えますし，本が２，０
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００冊３，０００冊あれば借りにくると思います。 

（事務局） 配本は１公民館当り１，０００冊を目標にしています。古い公民

館ですと図書館の本を置くスペースがありません。公民館によって

は，公民館の本を片付けてスペースを確保してもらったところもあ

ります。毎年度，スペースが空けば公民館と話し合って，新しい書

架を購入しています。先にも少し触れましたが，昨年度には庄野公

民館と庄内公民館に，一昨年度には加佐登公民館と石薬師公民館に

書架を購入し設置しました。今年度も今のところですが天名公民館

に購入する話が決定しており，このような形の中で，書架を増やし

ながら配本を充実させる考えはあります。しかし，公民館によって

は，どうしてもスペースの確保ができない公民館もあり，その場合

はなるべく公民館の本を片付けていただいて図書館の本を置かせて

いただくようお願いしています。今後も，図書館職員が公民館長，

公民館職員と協議，お願いして事業を進めていきたいと思っていま

す。 

（委 員） 配本冊数が２，０００冊・３，０００冊になった場合に置く場所

は何とでもなると思いますが，その事務に携わる公民館職員の負担

が増えるえらさはあると思います。しかし，公民館での図書の利用

が大きな柱になると思います。 

（事務局） 昨年の議会でも，移動図書館がなくなって３年近くも経つのに，

なかなか公民館への配本冊数が増えないではないかと同じような質

問がありました。３月末での，各公民館への配本冊数は平均で約６

００冊となっていますので，これを各館，最低限１，０００冊にし

たいと答えたところです。公民館は生涯学習課が管轄しており，そ

こへ図書館の本を置くとなると，図書館の業務の一部を公民館の職

員が担うことになります。公民館職員の仕事がそれだけ増えること

になりますが，生涯学習課も図書館も同じ文化振興部ですので，知

恵を出し合いお互い協力して，地区のためになるべく多くの本を置

き，住民の方にうまく活用していただけるような公民館の図書室の

形にもっていかなければならないと痛切に感じているところです。 

何とか早い時点で近づけたいと考えておりますので御理解いただ

きたいと思います。 
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（委員長） 期待していますのでよろしくお願いします。 

他に何かありますか。 

（委 員） 公民館にも図書館の本があることを，もっとＰＲしていただけま

せんか。市の広報等に配本／ふれあいライブラリーの日程は載って

いますが，もっと，利用を増やすために市民の方に知っていただか

ないといけないと思います。 

      また，本がなくなって困っていますというようなポスターを掲示

するなど，もっと利用者に対してできることがたくさんあると思い

ます。 

      あと，長い間，運営委員会委員をしていますが，事業内容があま

り変わっていないので，もう一歩新しいものがないかと思うように

なりました。配本／ふれあいライブラリーにしても図書館の年間事

業の内容にしても，目新しさを感じなくなったので，新しい事業と

かやり方を工夫していただくことを図書館も提案していただきたい

と思います。 

（委員長） 質問について事務局どうですか。 

（事務局） 貴重な意見をどうもありがとうございました。 

      限られた予算の中で，知恵を絞ってやれることを探し出し，職員

が検討して，御意見に沿える様な形でやっていければと思っていま

す。 

      公民館でのＰＲですが，今年度人事異動があり，配本の担当者も

かわりましたので，各公民館に出向いた時は，配本の立て看板を持

参し，配本／ふれあいライブラリーに来ていることのＰＲをしてい

ます。 

それを大々的にできるか検討させていただきたいと思います。 

（委 員） 公民館にちょくちょく出入りしていて，公民館に本があることは

知っていましたが，貸出していることは知りませんでしたので，も

っと広報活動をしていただきたいと思います。 

      それと，図書館には，禁止の張り紙がたくさん貼ってあるのです

が，もう少し何とかならないのかなと思います。 

      話は変わりますが，督促は具体的には，葉書を出すとか電話をす

るとか，どのようにされているのですか。 
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（事務局） 封書でしています。以前は葉書でしていましたが，個人情報の関

係で封書に変わりました。 

（委 員） 電話ではしていないのですか。 

（事務局） ２週間の貸出期間で，返却の遅れている本にリクエスト予約が入

った時には，電話で督促しています。 

（委 員） 督促を封書で出すたびに８０円の郵送料がかかりそれらは，税金

で払っているのですよね。督促された利用者に払ってもらうことは

できないですよね。 

（事務局） そうですね。 

      それと，一般閲覧室等を見ていただいたとおもいますが，利用の

場所等の色々な注意書きが貼ってあったとおもいます。注意書きを

貼らないと来館者が守ってくれません。そうしないと，図書館に苦

情がきます。苦情を聞けば，張り紙をせざるを得ません。 

（委 員） やはり，張り紙が多いとおもいますので何とかなりませんか。 

      例えば，ＩＣチップを本に装備すれば，盗難防止や図書管理もで

きますが，予算的に無理なことは重々わかっていますので，不可能

な部分を何かで補っていただくことはできませんか。 

（事務局） 職員の中で，また，一度検討させていただきたいと思います。 

（委員長） 大きな問題が出てきたようですがどうですか。 

（事務局） １０数年前にも図書館にいましたが，当時の利用者と今の利用者

を比べると，随分モラルが低下してきています。図書館利用に関し

て注意すると，どこに書いてあるのかわかるように掲示するよう言

われ，１０数年前と比べると随分張り紙が増えました。 

（委員長） 他に，何かありますか。 

（委 員） 配本／ふれあいライブラリーについてですが，公民館にきていた

だく図書館職員の方は非常に気持ちよく感じよく仕事をしていただ

いていますので，この場をお借りしてお礼申し上げます。 

（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２２年度図書館予算概要と２４ページの平成２

２年度主要事業実施予定表の説明をお願いします。 

（事務局）〔「平成２２年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」２３ページから

２４ページに沿って説明。〕 
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（委員長） ２３ページの予算概要と２４ページの平成２２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。 

 よろしいでしょうか。 

何もないようですので，次に進めます。 

２５ページの鈴鹿市立図書館図書その他資料の基本収集方針か

ら２９ページの鈴鹿市立図書館資料の除籍に関する基本方針です

が，これは，平成２２年に決められたものではなく，過去に決めら

れたものですので，特に変更点がありましたら，説明していただき，

なければ見ていただいて質問をお受けしたいと思います。 

（事務局） 平成２０年度に改正をしてから特に変更はありません。 

（委員長） 委員の方，何か質問はございませんか。 

      ないようですので，３０ページの平成２２年度鈴鹿市教育基本方

針（社会教育）図書館関係分について説明をお願いします。 

（事務局）〔「平成２２年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」３０ページに沿

って説明。〕 

（委員長） 最後に全般で何か質問，御意見がありましたらお願いします。 

      よろしいでしょうか。 

      ないようですので，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，いろいろ御意見をいただきありがとうございました。 

 また，長時間，ありがとうございました。 

 


