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平成２３年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)会議録 

 

                   日 時 平成２４年２月１５日(水) 

                       午後２時～４時 

                   場 所 鈴鹿市立図書館 視聴覚室 

                   出席委員 ９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２３年度図書館事業報告及び議題の第２，平成２

３年度図書館利用状況等の途中６頁まで，事務局より説明願います。 

（事務局） 〔「平成２３年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)資料」１頁から６頁に沿

って説明。〕 

（委員長） 質疑，御意見があれば伺いたいと思います。 

（委 員） ４頁の蔵書の種類のなかで，点字図書・録音図書とありますが，これらの図書

の種類・分類はどのようなものでしょうか。 

（事務局） 分野でよろしいでしょうか。資料を持ち合わせていませんが，小説類が多いと

思います。 

（委 員） 点字図書も録音図書も小説が多いということでよろしいでしょうか。 

平成２３年１２月末現在の蔵書冊数が，点字図書３，２５１冊，録音図書 

２，２３７冊というのが，必要な方たちにとって，本当に足りているのかわかり 

ません。 

 ６頁の資料によると，点字図書も録音図書も購入がなされていません。それと 

比べて，除籍はされています。普通，除籍されれば，それに見合った購入がされ 

ると思いますが，本当にこれで足りているのかわからないので，質問します。 

（事務局） 点字を読める方が少なくなってきていることもあり，点字図書よりも録音図書

の方が，目の不自由な方には，活用されやすいようです。 

      図書館へみえる方や，後程，説明させていただきますが，公民館配本を利用さ

れている方のなかには，弱視の方もみえます。高齢の方や弱視の方は，大活字本

を読まれる方が多いようです。 
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（委 員） １頁の３の地域サービス事業の取り組みについてですが，図書館職員が｢配本/

ふれあいライブラリー｣で各公民館を巡回しています。寒い時も暑い時もきてい

ただき，非常に有り難く思っています。 

      公民館は何分非常に狭いので，今後，公民館を建替えされる時は，本を置く場

所や閲覧できる場所を広くとっていただくよう，公民館を代表してお願いいたし

ます。 

（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し，改築する場合も地 

元の方との話し合いの中で，相談して間取り等決定しています。 

（委 員） ３頁の（８）教員の社会体験研修 初任者研修 小学校教諭７校１２名，その 

      下の（９）社会見学の受入れ 小学校（社会見学）７校 計５５８名となってお 

り，両方とも徐々に増えてきているように思いますが，非常に良いことなので，

努力していただいていると思いますが，少しずつ人数を増やしていっていただき

たいと思います。 

（委 員） 先程の点字図書，録音図書に関連してですが，私は，録音図書を作成している 

ボランティアグループの者ですが，鈴鹿市立図書館に収める録音図書としては，

主に鈴鹿に関係するもの，例えば｢市民文化｣や，鈴鹿出身の作家の作品など地元

に関係のある物を音訳しています。 

また，別の問題として，音訳する人の育成に時間がかかりますので，ここのと

ころ収める録音図書の数が減っていることもあります。 

（委員長） 他に，何か御質問はありますか。 

      私の方からの質問ですが，図書館ボランティアの委員さんがみえますので，図 

書ボランティアの育成事業について，努力していただいていると思いますが，現

時点での問題点とか課題，要望があればお聞かせいただきたいのですが。 

（委 員） 図書館のボランティアさんですが，書架の整理をしていただくボランティアさ 

んであれば，登録者７１名位で良いと思います。 

本の修理のボランティアさんもよくしていただいていると思いますが，修理本 

がたくさんあるので，もっと必要だし，増えるといいと思います。 

また，読み聞かせのボランティアさん（グループ）に関しては，少ないし，ず

っと同じボランティアさんがしています。新しい方が来ていただいても，グルー

プを作るほどの人数が集まらないのが実態です。私のボランティアグループの場

合，学生の方に入っていただいても，勉強であったり，就職されたら，そこでボ

ランティア活動は終わってしまいます。長く続けていただく方を養成していただ

けたらと思います。もっともっと人数がいてもいいと思います。 

（事務局） 本の修理のボランティアさんについてですが，定期的にきていただいている方 

は７，８名で，その中でも３名から４名の方が精力的に活動していただいており
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感謝しています。 

      読み聞かせボランティアさんによるおはなし会の方ですが，平成２３年３月ま 

では月４回開催していましたが，４月以降は３回に減っています。 

社会福祉協議会の方へも，読み聞かせをしていただけるボランティアさんの紹 

介依頼や手法について相談していますが，なかなか読み聞かせをしていただける 

グループが見つかりません。今後も，新しく読み聞かせをしていただけるグルー 

プを探していきますので，お知り合いでみえましたらご紹介いただきたいと思い 

ます。 

よろしくお願いします。 

（委 員） 読み聞かせの大切さを痛感しています。今の子供は，目は使っているけれど， 

耳を働かすということが少ないように思います。耳を働かせるということは，脳 

を働かせること，想像力を使って，色々なことを考え，色々な事が構築できるよ 

うになると考えます。そういう場面というのは，今の子供には残念ながら少ない

と思います。 

夜寝る前に，親が子供に本を読んで聞かせることも少なくなっていて，子供は 

夜遅くまでパソコンをしています。そんな中で育っていく子供は，何か味気ない 

殺伐とした人間になっていくように思います。だからこそ，読み聞かせの重要さ 

を感じます。 

学校の読書ボランティアさんが３００名ほど，学校で読み聞かせをされている 

ことは素晴らしいことだと思います。子供の方から，親に本を読んでという状況 

を作り上げていくことも，今の時代，必要ではないかと思います。 

 図書館が中心となって，サポートして引っ張っていくことが大事だと思います。 

（委 員） ２頁の６番 各種行事等の実施（３）夏休み子ども映画会の開催で参加者が 

４６８名というのはすごい参加者数ですね。 

 映画の内容はわかりませんが，子供が図書館に集まってくるだけでも，いいと

思います。こういうことから，どんどん図書館に足が向き，いい方向につながれ

ばと思います。 

（委 員） 映画会は随分長く続いていますが，何年位続いているのですか。 

（事務局） この図書館が開館した昭和５６年から続いています。回数で言えば３１回にな 

     ります。 

（委 員） それだけ，長く支持されているということで，すごいですよね。改めて感心 

     しています。 

（委 員） 同じ頁の６番（１）夏休み手作り絵本教室も毎年非常に人気があり，受付けを

するとすぐ予約が埋まってしまう行事です。これも，２０年以上続いていると思

います。 

（委 員） 継続していることは，すばらしいことだと思います。 
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（事務局） 夏休み手作り絵本教室の参加者ですが，資料の２頁には，１００名（各５０名）

となっていますが，各５０組で保護者の付き添いをいれると実質的には１５５名

の参加をいただいていますので申し添えます。 

      夏休み手作り絵本教室は，先程委員のお話にもでてきましたが，受付けをしま

すと１時間位で各５０組（２日分）の予約が埋まり，キャンセル待ちの状態にな

ります。 

      また，昨年・一昨年くらいからは，市外から申込みされる方がみえるようにな

りましたが，お断りするほど盛況な行事となっています。 

      今後も，手作り絵本教室，夏休み子ども映画会は，継続していきたいと考えて

います。 

（委員長） 他にいかがでしょうか。では，ないようですので，次に進めたいと思います。 

      資料の７頁から１６頁まで，事務局より説明願います。 

（事務局） 〔「平成２３年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)資料」７頁から１６頁に

沿って説明。〕 

（委員長） ７頁から１６頁で，何か質問がありましたらお出しいただきたいと思います。 

（委 員） １５頁の返本督促状況について質問します。 

督促して返ってくる率はどれくらいですか。 

督促をしても，返さない人はみえますか。 

（事務局） １か月の督促件数と２か月の督促件数を比較して減っていると考えています。 

４月から１２月までの１か月（１回目）の督促件数の計１，３７７件から 

２か月（２回目）の督促件数の計が２５８件となっていることにより，督促の 

効果があると思っています。返ってくる率にはなりませんが，督促をすれば返す 

人がいるとご理解いただけたらと思います。 

（事務局） 昨年の９月から１０月にかけて図書館システムの更新をしました。更新をする

前は，返本督促を受けていても，借りている本の一部を返却すれば，最高５冊ま

で借りることが可能でした。しかし，新システムになってからは，返本督促のあ

る利用者は，督促本をすべて返却しなければ，図書の貸出を一切しないシステム

に変更しました。 

（委 員） それはいいことですね。 

（委 員） 何年も滞納，半永久的に滞納している場合も貸出しない形でする予定ですか。 

（事務局） １冊でも滞納（督促）があれば，貸出はいたしません。 

（委 員） ３年とか，４年とか経ってもですか。 

（事務局） はい，貸出はいたしません。 

（委 員） 本の弁償をされる方はありますか。 

（事務局） 探しても見つからないと，正直に申し出ていただく方もみえます。失くした場

合は，利用者の方に弁償していただく形での返却となります。 
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（委 員） 友人から聞いた話ですが，図書館へ本の返却に来ると，駐車場が非常に込み合

っています。それで，時間がない時にすごく困って，返却を翌日に遅らせたりす

ることもあり，夜間返却口が駐車場の少ない正面玄関横にあることもあって，ド

ライブスルーのようなものがあればと言われました。 

（事務局） 駐車場についてですが，図書館西側には１０１台分の駐車スペースがあります。 

図書館利用者のための駐車であれば，ほぼ足りると思いますが，近隣には，市 

の文化施設や商工会議所があります。それらの施設の行事が重なると，駐車場が 

満車になり，図書館のカウンターへ苦情をいただくことがよくあります。 

 図書の返却のみであれば，そんなに時間もかかりませんので，あまりお勧めは 

できませんが，玄関前の駐車スペースを一時的に利用していただくと返却しやす 

いと思います。 

（事務局） また，返却口をドライブスルーのようにというご意見は，いいアイデアかもし 

れません。今後の参考にさせていただきます。 

（委 員） 夜間返却は可能でしたよね。 

（事務局） ２４時間返却できます。夜間は照明も点灯していますので，返却口の表示はよ

くわかると思います。利用者の方もたくさんみえます。 

月曜日や第３火曜日の休館日，また，毎月末日の資料整理のための休館日に 

も，多くの方に利用いただいています。 

 図書館閉館後は，西側駐車場の北出入口を閉鎖して，中央道路側からしか入れ 

ないようにするので，利用しにくいかもしれません。             ， 

（委 員） 図書館からすると，ドライブスルーのような形で本を放り込むのは本も傷みま

すし，どうかと思います。 

（委員長） 夜間返却口で返却される方は多いと思いますが。 

（事務局） はい，多いです。 

      特に，休館日開けの火曜日や水曜日には，返却図書で保管庫内がいっぱいにな 

っています。 

（委員長） 夜間返却口は，利用者にはとても便利だと思います。 

       図書館で工夫して，夜間返却口をどこか便利なところへ作れば，返却しにくい 

      ということは，ある程度解決するかもしれません。 

（委 員） 夜間返却だけではなく，夜間貸出も可能にすれば，もっと便利だと思います。 

ただ，特別なカードを入れればドアが開いて，図書室に入れるというような， 

システムが必要となってきます。 

実際にそういうシステムはありますので，夜間貸出もできると思いますが， 

費用の面ではとても難しい問題になると思います。 

（委 員） 返却口の奥はどうなっているのですか。下へ本が落ちるのですか。 

（事務局） 保管庫内にマットが敷いてあります。それでも，委員が言われたように，本が
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落ちるとかなり傷みます。本が開いた状態で落ちると，頁が少し潰されたりしま

すので，できれば，カウンターで返却していただくと本が傷まないので助かりま

す。 

（委員長） 他，いかがでしょうか。 

（委 員） 学校の図書館のことも，色々課題を抱えていますが，この統計を見せていただ 

いて，ここからどんな課題がでてきているのか数字だけでは，わかりません。 

 例えば，９頁の貸出冊数ですが，平成２２年度の貸出冊数が７０７，７９３冊 

そのうち，児童図書が３０４，２３６冊という数字で，比率でいうと児童図書が 

４３％位になります。これは，過大なのか満足できている数値なのかが知りたい 

と思います。 

私としては，一般図書と比較して多いように思いますし，市民向けの図書館で 

     あれば，一般図書が，もっとたくさん借りられていてもいいように思います。 

      このように，一般図書の貸出冊数が少ない状態は，６頁の受入冊数，除籍冊数 

     内訳のところで，一般図書は除籍が多いのに，補充が少ない。当然，冊数が減っ 

     ていて，読みたい本がなくなっていることにつながっている可能性が十分あると 

     考えます。 

今，小説等を含めてたくさん本が出版され，読みたい本があるのに補充がされ 

     ていないので，魅力がなさすぎるのではないかと思います。 

 魅力のある図書館は，本が充実していないとだめだと思います。 

今すぐここで，分析をしてくださいと言う意味ではありませんが，この分析を 

     していないと，次，どんな事業のどこに力を入れていくのかが，見えづらいので 

     はないかと思います。 

よろしくお願いします。 

（事務局） まず，蔵書冊数についてですが，人口が２０万人を超えて，この冊数で十分か 

というと十分とは思っていません。ただ，昭和５５年の建設当時は想定人口を 

１８万人蔵書冊数を１８万冊と考えていました。今は，蔵書冊数も３４万冊を 

超え，書架・書庫とも飽和状態になっています。そのため，除籍も増えています。 

それと，図書購入費ですが，平成１８年度から２千万円で推移していますが， 

     過去には，３千３百万円の時もあり，２千万円の予算では，本のリクエストに応 

じたいと思っても，なかなか難しいものがあります。２千万円の予算に見合った 

資料の購入しかできないのが，現状です。だから，借りたい本も減り，貸出人数 

もここ１，２年減ってきているのかなと思います。 

 これではいけないと思いますが，来年度予算も決まっており，現状維持が精一 

杯というところをご理解いただきたいと思います。 

（事務局） 図書館も，電子図書の関係もあり，新たな変化が出てきていますので，進化す 

     る図書館として，今後色々な分野を予算の中で精査していく必要があります。 
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 話題性のある本や，市民の望んでいる図書を精査し，今後，図書館職員に新し 

い分野，新しい知識も育成しながら，利用者のニーズに応えられる図書館運営を 

進めていきたいと思います。図書館も，社会変化についていかないとだめかなと 

認識しています。 

 今後，予算の獲得，図書館計画も含めまして，進めていきたいと思います。 

（委員長） 他に何かございましたらお願いします。 

（委 員） 教育要覧のなかの鈴鹿市民憲章で，｢教養を深め 文化の香り高いまちをつくり 

ます。｣と掲げているところの市の図書館が，これでは，恥ずかしいと感じていま 

す。 

 予算のこともあると思いますが，こういうことを目的にしているのであれば， 

もう少し充実してほしいと思います。 

（委 員） 読み聞かせは，絶対いいものなので，みなさんに関わっていただきたいと思い 

ます。お母さん達にもしていただいていますが，お力のあるシニアの方にも読み 

聞かせに加わっていただきたいと思います。 

      昨年，一昨年からシニアボランティアの養成をしている公民館もあります。 

 鈴鹿市は，｢ブックスタート｣について何も着手していませんし，昨年度から出

てきました｢はたちの２０冊｣という本の全国的な考え方も知らない方がたくさん

いらっしゃるので，そういうところから意識を持っていただきたいと思います。 

 ｢ブックスタート｣というのは，生まれたばかりの赤ちゃんに３冊の本をプレゼ

ントして，読み聞かせとか本に親しむことを，家庭内で作っていただくための準 

備です。これは，市町村単位で，市町村がお金を出して，新しく生まれた子供の

ために，本を３冊購入してプレゼントし，手渡す時に読み方をお話するものです。 

 ｢はたちの２０冊｣というのは，２０１０年度から始まったもので，二十歳を迎

えられた方に，２０冊の本を提示して，その中で１冊欲しい本を成人式にプレゼ

ントして，読書へのきっかけづくりをするものです。どちらにしても，予算が必

要となります。また，ただ本をぽんとプレゼントするだけではなく，色々なアド

バイスも必要となります。 

鈴鹿市の中でも，少しずつ考えていただけたらと思います。 

（委員長） 他にどうでしょうか。 

（委 員） 蔵書検索のパソコンは，昨年の９月に変えていただき，大変便利になったと思 

いますが，パソコンの台数が増えるということは，ありますか。 

 土曜日は，検索機にいつも子どもたちが並んで待っています。 

 台数を増やしてあげたら，もう少し検索のスピードが速くなると思います。 

(事務局)  来年度予算に計上してありませんし，置くスペースの 問題もあり，今のところ 

     増やす予定はありません。今後，予算やスペースの問題が解決できれば，考えた 

     いと思いますのでよろしくお願いします。 
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（委員長） 時間も押してきましたので，最後の，第３議題の平成２４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事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 〔｢平成２３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２４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の説明 

      は終わりましたが，何か質問はありますでしょうか。 

全体を通してでの質問でも結構ですが，いかがでしょうか。       

      ご意見ご質問がなければ，以上で本日の会議を終了いたしますが，最後に，事 

務局から連絡がありましたら，お願いします。 

（事務局） 連絡事項は，大きく分けて２点あります。 

      まず，１点目は，休館日の変更についてです。 

     平成２４年度（平成２４年４月）から，図書館の休館日を変更します。 

変更内容ですが，毎月末日を資料整理日としての休館日にしていましたが， 

これを，毎月第１火曜日に改正します。 

毎月末日を資料整理日としての休館日としていた時は，その休館日が，利用者 

の多い，土曜日や日曜日に当たることがあり，また，８月３１日の開館を望む声 

もありました。 

資料整理日としての休館日を第１火曜日に固定することにより，改善するもの 

です。 

なお，第１火曜日としたのは，現在の休館日が，月曜日，第３火曜日，１２月 

２８日から翌年１月４日まで，毎年７日以内（特別整理期間）となっており，第

１火曜日，第３火曜日と，利用者の方に覚えやすい日に設定をいたしました。 

 次２点目ですが，現在，施設設備の改修工事を行っています。 

      これは，国からの「住民生活に光をそそぐ交付金」の交付を受けて，補正予算 

に，５千万円を，計上したものです。 

 改修工事の主な内容は，４点になりますが， 

      １点目は，空調設備の改修工事で，熱源設備のチラー２台の更新及び電動機 

（ＡＳモーター）改修工事で，昨年１２月に工事は完了をしています。 

（計 ３０，７２０，９００円） 

      ２点目は，外壁補修外工事で，現在工事を行っていますが，今月末までの 

工期となっています。（１４，７４９，３５０円） 

       ３点目は，照明設備改修工事で，これは，照明器具の更新が未実施の箇所を 

改修するもので，３月２１日までの工期で，これから実施するものです。 

（予定額 ２，１８２，９５０円） 

      ４点目は，加圧給水ポンプ改修工事で，３月２６日までの工期で，これも， 

これから実施するものです。（８９２，５００円） 
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      連絡事項は以上でございます。 

（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。 

 

 


