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平成２２年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)会議録 

 

                   日 時 平成２３年２月１０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 ８名  欠席委員 １名 

                   出席職員 ５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２２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２２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） ３頁の７番の視覚障がい者サービスの実施についてお伺いします。 

 ｢２４時間テレビ｣から，視覚障がい者用機器類の寄贈を受け，録音テープをＣ

Ｄ化するということですが，何本くらい録音テープがあるのでしょうか。 

（事務局） 録音テープにつきましては，目録を作っていましたが，途中で目録作成を中断

した時期があり，本数をもう一度精査確認して，新しい目録を作りたいと思って

いるところです。申し訳ありませんが，何本保有しているか把握できていないの

で，今月末を目途に目録を作成し，本数や件名が分かり次第，公表していきたい

と思っています。 

（委 員） 録音テープですが，家庭にあるテープも持ち込んだらＣＤ化してもらえるので

すか。 

（事務局） とりあえず，図書館にかなりの本数のテープがあり，図書館のテープから順次

ＣＤ化に向けて取り組んでいきたいと考えています。 

（委 員） １頁の４の図書館ボランティアの育成についてですが，平成２２年４月１日現

在のボランティア登録者が７７名は少ないと思いますので，もっとＰＲしていた

だき，募集も｢広報すずか｣で年間１回の募集ではなく，２回３回と掲載して募集

されたらどうでしょうか。難しいことと考えずに，気軽にやっていただけること
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があることを，もっとＰＲされたら，ボランティアの方も増えると思います。 

（委 員） この登録者の７７名の中には学校の読書ボランティアは含まれているのですか。 

（事務局） 中には，重複して図書館ボランティアの登録をしてみえる方もいらっしゃると

思いますが，この人数は図書館ボランティアのみの人数です。 

（委 員） ちなみに，鈴鹿市には小学校が３０校あり，現在２７０名近い読み聞かせボラ

ンティアの方がみえます。 

（委 員） ２頁の６番に各種行事等の実施 （２）おはなし会の開催 ③夏休みおはなし

会｢えほんマラソン｣がありますが，この内容についてお伺いします。 

（事務局） 協力いただいたボランティアの方の前で恐縮ですが，この行事は今年初めて試

みた行事で，読み手を順次替えながら，次から次へと絵本をマラソン的に読んで

いくというものです。 

（委 員） 補足ですが，長い時間をかけて本を読むもので，子供たちは好きな時に来て好

きな時に会場から出ていく形になっています。１５冊２０冊と聴いているお子さ

んもみえますし，２，３冊聴いて退出するお子さんもみえます。ボランティアが

交替で多くの本を読み，大きな子も小さな子も一緒に聴いています。ずっと続け

て読むことから｢えほんマラソン｣となっています。 

（委員長） 他に何かありますか。 

（委 員） 先程，ボランティアをされる方が少ないという話がありましたが，どういう方

法で募集しているのでしょうか。 

（事務局） ｢広報すずか｣で年１回募集しています。先程，指摘がありましたが，募集方法

も広報に載せるだけでなく，他の手法も取り入れて，例えば，社会福祉協議会が

発行しているちらしに掲載するなど，色々工夫していかなければならないと思っ

ています。 

（委 員） 例えば，ひとつの方法ですが，町単位で募集すれば，そこを底辺に読書に対す

る意識が広がるのではないかと思います。 

（事務局） 今，いただいた意見も参考に，色々な取り組みをしていきたいと考えています。 

図書館のＰＲ活動の不足から，ボランティアさんが集まってこられなかったこ 

     とも考えられます。また，変化する社会情勢の影響もあろうかと思われます。 

（委 員） 年配の方で，本の好きな方もたくさんみえますので，ＰＲ活動をもっとしてい

ただいたら，ボランティアされる方が増えるのではないかと思います。 

（事務局） 掘り起こし的なＰＲも含めて進め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） 他に何かありますか。 

（委 員） ３頁の（８）教員の社会体験研修についてお伺いします。 

      ①初任者研修で小学校教諭２校３名というのは，少ないと思います。年度によ

って受入れ人数は異なるとおもいますが，いかがでしょうか。 
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（事務局） 学校とも相談していきたいとおもいますが，学校から来られる先生の人数も決

められているようで，年度によって，異なるようです。 

（委 員） 研修期間は何日ですか。 

（事務局） 平成２２年度は，８月に２日間実施しました。 

      教育委員会の指導もあって，夏休みの期間を利用しているのだと思います。 

（委 員） 先程のは，教員の研修についてでしたが，中学生・高校生のインターンシップ

についてお伺いします。 

      この事業は，学校からの申し入れにより行っているものですね。図書館から積

極的に働きかけている事業ではないですね。それならむしろ，図書館見学に保育

所とか幼稚園も受入れることを，ＰＲした方がいいのではないかと思います。 

（委 員） 保育所の見学は，どのように周知したのでしょうか。 

保育所とか幼稚園の時に図書館を見学することは，本に触れるよい機会なので 

非常に良いことだと思います。 

（事務局） 見学に来た保育所は，隣の文化会館の見学に来まして，時間調整で図書館見学 

     に来ました。空き時間を利用し，同じ文化施設である図書館も見学しようという

ことで，２，３日前に所長から依頼があり，その日は都合がよかったので，受入

れをしました。 

（委 員） その保育所から，「図書館はよかったですよ。」と話が広がっていくといいです

ね。 

（事務局） 保育所の見学は，以前から他の施設と合わせてというのが多いようで，見学の

２，３日前か前日に依頼があります。 

（委 員） 子供たちに本を読んでもらおうとするには，やはり小さなうちから絵本に触れ

ることが非常によいことだし，子供が公共物に触れる一番近いところが図書館だ

と思います。また，社会との接点を感じていけるところだと思います。こういう

風にしていただけると非常によいと思います。 

しかし，多くの園児が見学に来ると非常に騒がしいので，他の利用者の方の迷 

惑にならないような方策が必要だと思います。 

（事務局） 保育所からの見学ですが，資料には，１施設４８名となっていますが，これは，

２回に日を分けての見学となっていますので，補足説明させていただきます。 

なお，保育所からの見学の受入れ人数は，一度に２０名強程度となっています。 

（委員長） 他に，いかがでしょうか。 

（委 員） 色々なことを｢広報すずか｣に何回も掲載して市民の方に広報・宣伝されたらど 

うでしょうか。例えば，新着図書の案内などです。図書館に来れば，印刷された

ちらしがコーナーに置いてありますが，図書館に来た人しか見られません。 

他に何かの方法で，外に広報されているのでしょうか。 

（事務局） 新着図書の案内については，インターネットで行っています。今は，そういっ 



 4

た手立てしかないと思いますが，色々な方法を研究したいと思います。インター 

ネットについては，すべての方が利用されるわけではないので，網羅はできませ 

んが，毎回載せています。 

（委 員） ｢広報すずか｣に全部を載せられなくても，例えば「今，話題の本が入りました。」

とか，資料の２頁にある「月ごとのテーマコーナーの展示」など，小さなスペー

スでできることなので，もっと広報に載っていたらいいなと思います。 

（事務局） ｢広報すずか｣は図書館だけではなく，他の部署の記事もあり，なかなか難しい

部分があります。それなら，図書館のホームページを活用して，まずやっていく

という方法を取らせていただいていまして，インターネットを利用される方には，

見ていただけるのではないかと思っています。 

「広報すずか」については，掲載の枠が決まっていて，その枠へ入れなければ 

ならないので，それをするなら，図書館で特集を組んで年に２回，３回掲載する

という方法も考えていかなければなりません。色々ＰＲ方法を考えているのです

が，広くいきわたってないような状況が続いていますので，よい方法がないか考

えていかなければと思っています。 

（委員長） それでは，第２議題の平成２２年度図書館利用状況等について，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(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） １２頁の公民館別配本状況について，お伺いします。 

    配本の内容ですが，雑誌や郷土資料が公民館によって，極端に偏っていますが 

これは，どうしてでしょうか。 

（事務局） 配本冊数の件でよろしいでしょうか。 

これは，公民館によって図書を置くスペースに格差があることによります。 

置くスペースが少なければ，配本冊数は少なくなりますし，大きな公民館，例

えば，白子公民館のように図書室に余裕のあるところは，たくさんの本を配本す

ることができます。 

（委 員） 公民館独自で持ってみえる郷土資料は別ですね。 

（事務局） はいそうです。これは，図書館から配本した郷土資料の冊数です。 

（委 員） 実際に各公民館には，郷土資料はあるわけですね。 

（事務局） はいそうです。 

（委 員） 地域の方が本を持ってこられた場合は，新しいものと交換しています。 

一番困っているのは，本を置くスペースがないことです。 

旭が丘公民館の場合，本を置く独立した部屋がありません。多目的に使ってい 

る部屋に本を置いているため，会議などでその部屋を使っている場合は，本を探
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して借りていただくことが，なかなか難しい状況にあります。 

（委 員） １，０００冊の本が公民館にきた場合，その管理が大変だと思いますが，例え 

ば，公民館の人を一人増やすなどしてみえるのですか。それとも，今までの体制 

の中で，配本されているのでしょうか。 

（事務局） 今のままの体制です。 

（委 員） それでは，公民館の職員さんの仕事が増えるわけですね。 

（委 員） 地域のために公民館職員としては，一生懸命しています。色々な利用者の方が 

     みえまして，本を返却期限より遅れて返される方もあります。 

（事務局） 公民館に図書貸出・返却簿が置いてありまして，これを使って本の貸出等を行 

っています。 

この事業を開始する時に，公民館の職員さんに協力いただくということで進め

ていますが，公民館の職員さんも仕事が多いなかで申し訳ないですが，お願いし

ている次第です。 

先程，委員からお話がありましたが，なかには，借りた本をなかなか返却せず

に放置している利用者もいます。それで，最近ですが，図書館職員の巡回日には，

担当職員が図書貸出・返却簿を見て，きちんと返却されているか確認し，延滞し

ている利用者には，電話や文書等で返却の督促をしています。過去には，なかな

か手が回らず放置していましたが，これは，公民館の責任ではなく，図書館の責

任ですので，ちゃんとしていかなければならないと思っています。 

なお，督促をする際には，公民館に声をかけてからするよう担当職員には，伝

えてあります。 

（委 員） 公民館で本を借りるには，何か特別な手続きがいるのでしょうか。 

（事務局） 公民館に備え付けの図書貸出・返却簿に記入するだけで貸出ができます。 

（委 員） 市立図書館の貸出と一緒ですか。 

（事務局） 図書貸出・返却簿に書いて，あとは図書館と同じ５冊までで，２週間の貸出 

期間となっています。 

（委 員） 図書館ですと，身分証明書を見せて登録となるのですが，公民館はなしですか。

（事務局） 図書貸出・返却簿に，名前や電話番号などの必要事項を記入するだけで借りる 

ことができます。 

（委員長） 公民館に図書コーナーを設けることは，大賛成です。図書コーナーを充実して 

いくことはすばらしいことだと思います。 

ところで，新しくなった稲生公民館には，どの位，本が置けるのですか。 

（事務局） 新しい公民館を建てる時は，地元で建設委員会を作りまして，間取りからどう 

いう施設・設備がいるか協議をするなかで決めていきます。今年度，稲生公民館

と若松公民館を新しく建替えましたが，稲生公民館は，図書コーナーを一角に， 

       若松公民館については，独立した部屋が図書室となっています。 
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         稲生公民館の図書コーナーには，据え付けの天井までの書棚がありますので， 

 かなりの冊数の本が置けると思います。 

（委 員） ところで，配本事業はいつから，開始されたのですか。 

（事務局） 平成１８年１１月からです。 

（委 員） ４年以上経過しているのに，配本冊数が百数冊の公民館がありますよね。 

      いくら図書を置くスペースがないといっても，公民館ですからね。工夫すれば， 

     もっと置けると思います。 

（事務局） 配本については，資料の１頁で説明させていただきましたが，従来の３週間に 

一度の巡回から，昨年の１０月からは２週間に一度の巡回に変更しています。 

 配本する本の種類についても，利用者の要望や希望を聞きながら，なるべく入 

れ替えをするように，担当者に指示していますので，その点は，少しは改善され 

てきたと思っています。 

（委員長） 他にいかがですか。 

（委 員） １４頁のリクエスト冊数のところで，購入検討の欄がありますが，実際にどの 

     程度購入してみえますか。 

（事務局） はっきりとした数字は掴めていませんが，リクエスト冊数の半分くらいと思わ 

れます。 

なお，今回の運営委員会資料には添えてありませんが，内規で鈴鹿市立図書館 

購入図書選書基準があり，それに基づいて購入しています。 

      また，リクエストのあった本については，選書会議にかけて購入するか検討し 

ます。 

      リクエスト図書の中には，日本図書館協会の図書選定委員会で選ばれた選定図 

書から外れている本や，図書館向けに選書されているストックブックス以外の本 

もありますので，選書基準から外れているものは購入しません。 

（委 員） リクエストがでてきても，予算的に買えないというようなことはないのですか。 

（事務局） 予算も考えながら購入しています。何といっても，まずは，選書基準に合うか 

が重要です。選書基準に合っているのに予算がないからといって，リクエストを 

破棄することはできませんので，それは，購入するようにしています。 

（委員長） 数字的なものの中で，色々な面で，江島カルチャーセンターの利用が増えてい 

     ますが，何か理由があるのですか。 

（事務局） 今年度，江島カルチャーセンターに書架を購入しまして，そこへ本を入れるよ 

     うにしました。昨年度までは，本が入らずに，従来の書架の上に横積みで本を置 

     いていたため，本が見つけにくい状況にありました。 

      この施設は，児童書を中心に配架していて，親子で利用される方が多いのです 

が，本が落ちてきて怪我をするような危険な状態となっていたため，昨年の夏に 

書架を購入しました。 
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      配本冊数も増えていると思いますが，書架を整理して，本を見やすく選びやす 

     くしたこともあると思います。 

（委員長） 他にどうでしょうか。 

（委 員） 図書館の本の保管場所が足らない，狭いので増築するという話を以前聞いたが 

どうなっているのかと，図書館が一番困っていることを教えてください。 

（事務局） 増築は，基本的にできません。 

（委 員） 蔵書が増えますよね。それでは，廃棄するのですか。 

（事務局） 廃棄するか，配本施設へ持っていくかになります。 

      そういうふうに考えていかなければならないと思います。 

      他市の図書館では，学校の空き教室を借りて本を入れている施設もあるようで 

すが，リクエストがかかった時に，その学校へ取りに行かなければなりませんの 

で，時間がかかります。 

      また，長い間，そこへ入れておくと不明図書の原因にもなりますので，管理す 

るのも難しいと思います。 

      もう一点，困っていることですが，図書購入費が伸びないことです。 

      そうすると寄贈に頼るか，相互貸借をフルに活用して，他館から本を借りてく 

るかになります。寄贈といっても，そんなに伸びるわけではありませんので，相 

互貸借を活用していく方法になります。 

（委 員） とにかく，図書館を新しく建てていただかないと，もう限界だと思います。 

      本が見たくても，本来なら目につく開架書庫にあるべき本が入らなくて，閉架 

書庫にたくさん入れてあると，その書庫から出していただくのに職員さんが多く 

の時間を費やすことになります。この時間を軽減したら，もっと貸出も楽になる

と思います。 

施設も，この会議をしている視聴覚室は，冷暖房が利きますが，となりの会議

室は利きません。もともと，会議室でなかったところを改修して会議室として使 

っていますので，夏休みのおはなし会の会場としては，冷房がないと暑くて利用 

     できません。 

こういうような現状ですので図書館としての利用は難しいと思います。 

      中高生が，図書館になかなか来てくれない理由の一つには，ヤング・アダルト 

の本がないことによると思いますが，これは，この本を置く書架がないのが大き 

な理由だと思います。ヤング・アダルト向きのコーナーが作れたら，少なくとも 

近隣の図書館・図書室に行っている中高生の利用は増えると思います。 

 これは，図書館職員の問題ではなく，色々な方が，図書館は飽和状態なので， 

新しい図書館を造っていくよう，進めていただかないとだめだと思います。 

 何年か先を視野に入れて考えていかなければならないと思います。 

（委 員） 予算がない，財源がないばかり言わずに，計画を練っていただいて，大きな図 
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書館を建てていただきたいと思います。 

（委 員） 文化的なレベルを図るには，図書館等の公共施設を見たらわかると言われてい 

     ます。 

他市の方が，この図書館を見て「えっ」て驚かれます。 

文化施設は，非常に抽象的な施設だと思われがちですが，鈴鹿市全体のことと 

捉えて，とても大事な施設だという，共通認識をもつことが大切だと思います。 

（委 員） 図書館は，地域のシンクタンク，頭脳の元ですので，大規模な図書館の建設を 

     望みます。 

（委 員） この図書館は，完成してから何年経過していますか。 

（事務局） ３０年です。 

（委 員） 新しい図書館の構想について，話が出ているのかお伺いします。将来，建てる 

のか，このままでいくのかですが。 

（事務局） 出ていませんが，今，もし計画するとしても，単独館での建設は難しいと思い 

ます。例えば，文化福祉施設等との複合施設になろうかと思われます。 

（委員長） 今，話に出ていることを，頭に中に入れていただき，これからの施策の中に活 

かしていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは，第３議題の平成２３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２２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２３年度の図書館重点事業についての説明は終わりましたが，重点事業を 

含め全体を総括して，何か質問はありますでしょうか。 

（委 員） 先程の説明の中で，図書の貸出冊数を指標とし，目標値を７８万冊以上として 

     いますが，この数値は何を根拠としているのでしょうか。 

（事務局） 毎年度の推計から出しています。 

（委 員） 例えば，平成２０年度から２１年度への伸び率とかですか。できたら，こうな 

     るであろうという数字ですか。 

（事務局） はい，そうです。ただ，平成２２年度は，減少していますので，目標値で７８ 

万冊以上としてはいるものの，少し難しいのでないかと思います。 

（委 員） 目標値をなぜこんな高い数値にしたのかなと思いまして。 

（事務局） この数値は３年毎に作成する戦略計画書に掲げたもので，来年度に戦略計画書

の見直しがあります。その時には，目標値をもう少し下げた下方修正の形になる 

かもしれません。平成２２年度末の実績数値を踏まえたうえで検討し，変更修正 

させていただきたいと考えていますので，よろしくお願いします。 

（委員長） あと何かありますか。よろしいでしょうか。 

 いろいろ貴重な御意見をありがとうございました。 
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      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。 

 

 

 


