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 平成２４年度鈴鹿市立図書館運営委員会会議録 

                 日 時 平成２４年 ６月２８日(木) 

                     午前１０時～午後０時５分 

                 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 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

ら説明をお願いします。 

（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。図書館の概要について，事務局か

ら説明をお願いします。まず，事務事業の概要等について５ページ

まで説明願います。 

（事務局）〔「平成２４年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」１ページから５

ページに沿って説明。〕 

（委員長） 今の説明の中で，何か質問はありますか。 

（委 員） ５ページの職員数についてお伺いします。 

昨年度と比較して２５名から２６名と１名増えていますが，実際

           に増えたのですか。 

（事務局） 職員数については，平成２３年度，平成２４年度とも６月１日現 

     在の人員数になっていますが，平成２３年度については，定期人事 

     異動が７月１日だったため，３月末に退職した推進グループリーダ 

ーの席が空席でした。その間（４月から６月末まで）は，館長が兼 

務する形となったため，職員数の合計が２５名となっています。 
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      ７月に今の推進グループリーダーが着任し，もともとの２６名と 

     なっていますので，実際の職員数は増加していません。 

（委員長） 他に何かありませんか。 

      ないようですので，６ページから８ページまでの平成２３年度 

事業報告について，事務局から内容の説明をお願いします。 

（事務局）〔「平成２４年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」６ページから８

ページに沿って説明。〕 

（委員長） 説明が終わりましたが，何か質問がありましたらお願いします。 

（委 員） ８ページの７(３)の大活字本の貸出についてですが，この図書館

の大活字本の書架は特別閲覧室にあります。その部屋は照明も点灯

されていないし，ドアも閉められています。お年寄りの方へのアピ

ールをするためにも，照明を点けて，ドアも開放して，ここに大活

字本があるということをわかりやすくした方がいいと思います。な

かなか今の雰囲気では，利用しにくいのではないでしょうか。 

（事務局） 大活字本のコーナーは，特別閲覧室の手前と特別閲覧室の中に 

設けています。 

      特別閲覧室には，大活字本の他に，点字図書や拡大読書器なども

備えていますことから，今までは，利用される時に必要に応じて，

ドアの開放や照明の点灯を行ってきました。 

利用しにくいのではないかとのご指摘をお受けしましたので， 

今後は，開館時刻から，ドアの開放や照明の点灯について改善いた 

しますのでよろしくお願いします。 

なお，従来は，点灯してもあまり明るくなく，本のタイトル等も

読みづらかったため，平成２３年度に蛍光灯の増設をしましたので

補足させていただきます。 

エコや節電も心がけていきますが，環境が悪いことで，利用が少

ないのかもしれませんので，善処していきたいと思います。 

（委員長） 他にいかがですか。 

（委 員） ８ページの(８)教員の社会体験研修 初任者研修についてですが， 

昨年の委員会の時にもっと増えればいいねと話していたら，平成 

２２年度の小学校教諭２校３名から，平成２３年度は７校１２名に 

増えていますよね。 
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その下の(９)図書館見学（社会見学）の受入れについては，平成 

２３年度は市立小学校７校のみとなっていますが，平成２２年度に 

は，市立小学校１３校，保育所１施設などを受入れしていましたが， 

かなり件数が減っているのは，どうしてでしょうか。 

（事務局） 図書館見学は，学校からの申込みにより，受入れを行っているこ 

とから，結果７校となりました。 

（委 員） 小学校３年生で行う市内の社会見学は，３年生の担当教員がコー 

     ス決定をしています。図書館を見学する場合は，月曜日や第１・第 

３火曜日の休館日もあり，その曜日は避けることになりますし，学 

校も行事等の合間をぬって見学を行っていることや，見学先の事情 

等も考慮して決定します。 

（事務局） 機会があれば，図書館見学の受入れをしていることを，教育委員 

会を通じて働きかけたいと思います。 

（委 員） 小さい時から，本と触れ合うことは非常に大切なことですし，子 

どもの本離れ，活字離れを減らすためにも，何か方策を考えなけれ 

ばならないと思います。 

（委 員） 話は変わりますが，先程の事業報告の６ページ １資料の充実と 

サービスの向上の(４)江島カルチャーセンターの蔵書の充実に関連 

してですが，私は，江島カルチャーセンターにも，図書館の本が 

たくさん置いてあり，利用できることを知人から聞きました。 

利用できることを知らない方もみえます。 

図書館の方から，積極的に，もっと情報発信，ＰＲをして，魅力 

をアピールするノウハウを作っていかないと，図書館全体がだんだ 

んさびれてしまうのではないかと不安に感じます。 

（委員長） 関連していかがでしょうか。その他でもけっこうです。 

（委 員） ８ページの(６)図書館を使った“調べる”学習賞コンクール入賞 

作品展の開催についてお伺いします。 

開催は，例年この時期でしたか。 

（事務局） はい，そうです。 

今年度平成２４年度も開催しますが，７月４日から１５日までと 

なっています。入賞作品（複製）をお借りしての開催であり，今年 

度からはお借りする団体が，公益財団法人図書館振興財団に変わり 
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ますが，その財団から貸していただける期間がこの時期になります。 

（委 員） 夏休みに子どもたちの利用が多いので，もう少し後の夏休み期間 

中の方がいいのではないかと思ったものですから。 

（事務局） 夏休み期間中は，よその図書館も貸出しの申込みをされ，人気が 

あって，この期間での借り受けは難しいのが現状です。 

それで，夏休みより少し早目の時期にお借りして開催をしています。

（委 員） 学校では，図書館での調べる学習を推し進めているので，夏休み 

中に開催できないのであれば，｢図書館を使った“調べる”学習 

賞コンクール入賞作品展｣を開催することを，ＰＲしていただきたい 

と思います。 

（事務局） 今年度の開催につきましては，広報すずかの６月２０日号に掲載 

しています。 

また，来年度からは，図書館のホームページも活用するなど， 

ＰＲについてもっと工夫したいと思います。 

（委 員） リサイｆｕｌｌ(リサイフル)の図書についてですが，リサイフル 

図書を小学校へまわしているとお聞きしましたが，たくさんまわし 

ていただくことはできるのでしょうか。 

（事務局） 平成２３年度児童図書のリサイフル図書は２，１７７冊ありまし 

た。このリサイフル図書は，まず，小学校を含めた各関係施設の 

利用がないかの確認を先に行っています。その後に残った図書を 

図書館を入った１階ロビーの｢リサイｆｕｌｌコーナー｣へ出して 

います。 

（委 員） 学校へお邪魔すると，よく学級文庫の本が少ないとお聞きします。 

学級文庫をもっと充実させたいという意見があっても，予算的な 

こともあり難しいので，リサイフルの本が学級文庫にあってもいい 

と思います。こういうリサイフルの本を学級文庫にまわしていただ 

くのは，アイデアとしてはいかがでしょうか。 

（事務局） リサイフルの本の活用についてですが，まず，子育て関係のとこ 

     ろへ電話をしています。その後，庁内パソコン掲示板で学校等への 

周知を行います。掲示板を見られた学校から問合せをいただき，先 

着順で冊数に制限がないことをお伝えしますと，すぐ取りにみえて

ダンボール数箱分持っていかれる学校もあります。また，見に来て
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いただいても，リサイフル本はかなり古いので，数冊しかいらない

といわれる学校もあります。 

リサイフル図書でよければ，学級文庫で活用いただけると思いま 

す。 

（委員長） 他にいかがですか。 

（委 員） 雑誌についてですが，この図書館は，置いてある雑誌が魅力に欠 

けると感じます。雑誌の見直しとかは行ってみえるのでしょうか。 

 それと，書架ではなく，｢カウンターに取りにきてください。｣と 

いう雑誌が多いですよね。魅力のある雑誌を読みたくても，カウン 

ターにあるのでは，気後れして借りられません。どうしてカウンタ 

ーに置いてあるのですか。 

（委員長） 質問の２点について，事務局お願いします。 

（事務局） まず雑誌については，資料として事前に配付させていただいた 

雑誌一覧（分類順）をご覧いただきたいと思います。当館の雑誌の 

所蔵は，総タイトル数で９７誌となっており，幼児・児童向けの 

もの，女性週刊誌，育児・家庭教育分野や他の分野のものを取り揃 

えています。利用者の方の趣味の範囲も多岐にわたっていますので， 

幅広く取り揃えているつもりです。 

雑誌がカウンターに置いてある理由ですが，盗難防止です。人気

のある雑誌ほど盗難や，雑誌の中の応募券の切り取りの被害に遭い

ます。最新号の雑誌なので，館内の閲覧のみとなりますがカウンタ

ーでお貸しし，返却いただくのが今のところ最善の方法だと考えて

います。 

（委 員） 新しい雑誌で魅力のあるものが出版されていますが，調査などは 

        されていますか。それと，女性総合誌の分野では，内容がよく似て 

いるものもあり，又一方では，旅行・観光分野の雑誌が１冊では少 

ないと思いますので，増やされたらと思います。 

（事務局） 各市の図書館の所蔵状況を調べましたら，多いところでタイトル 

数１２０誌から１３０誌，人口規模２０万都市で，１００誌前後の

タイトル数の図書館が多くなっています。 

雑誌の購入についてですが，予算的には，消耗品費になり，どん 

どん増えると厳しい予算運営になりますので，ご考慮いただきたい 
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と思います。 

なお，先程，委員がおっしゃられました，内容が重複したり，似

ている雑誌については，見直し精査をしたいと思います。また，雑

誌の購入について，色々と研究したいと思いますので，よろしくお

願いします。 

（委員長） 委員から非常に貴重な意見をいただきました。雑誌の選択も惰性

にとらわれず，時代の変化に即応して気をつけて行っていただけた

らと思います。 

それでは，９ページから２２ページまでの平成２３年度図書館統

計について事務局から内容の説明をお願いします。 

（事務局）〔「平成２４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） 今の説明について，何か質問がありますか。 

      （委 員） １１ページに寄贈資料の受入れが記載されていますが，図書館が 

           寄贈を受ける条件や基準はあるのですか。 

            なぜかというと，生前に本の処分整理をするために，公民館で引 

           き取ってもらえないかという問合せがきます。しかし，公民館では 

           置くスペースがないので，受入れることができませんとお断りして

           いますので。 

      （事務局） １１ページに載っている寄贈は，図書館の蔵書となった図書です。

            お家で読まれました本につきましては，図書館の１階ロビーにあ 

る｢フリーライブラリー｣のコーナーに持ち込んでいただきまして， 

次に読まれる方が持ち帰り，再利用をしていただく形となります。 

            寄贈資料の基準としては，新しく発刊された本，古くても，貴重 

な郷土資料などとなっています。 

            なお，寄贈資料の取捨選択については，新しい本であっても，｢鈴 

     鹿市立図書館購入図書選書基準｣や｢基本収集方針｣に基づいて判断 

しています。 

（委員長） 他にどうでしょうか。 

（委 員） 貸出冊数についてお聞きします。 

       最近，薄くてすぐ読める本が増えてきていますが，貸出冊数を増 

      やして欲しいという声はありませんか。 
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（事務局） 現状としましては，ご家族の利用で５枚貸出カードがあれば， 

２５冊２週間借りることができますので，特にそのような声はあり 

ません。 

（委員長） 時間の都合で急ぎますが，後で質問をお受けしますので，資料 

２３ページから３０ページまでの説明をお願いします。 

（事務局）〔「平成２４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） 今の説明，または，その他でも結構です。何か質問がありました 

らお願いします。 

（委 員） 質問ではなくお願いですが，視覚障害者向けの録音図書が 

２，２４２タイトルもありますので，ぜひ，鈴鹿市の広報などで 

録音図書があることを発信して，利用促進いただけるようにお願い 

します。 

（事務局） ホームページに載せるだけではなく，広報の特集コーナーで周知

したいと考えています。今年度は，すでに特集コーナーの予定がい

っぱいと聞いていますので，来年度｢図書館特集｣の記事のなかに，

録音図書があることや，図書館がどんな事業をしているのかなどの

掲載を担当課に依頼したいと思っています。 

（委 員） ホームページが見れる方が少ないと思いますので，ぜひお願いし

ます。 

（委 員） ３０ページに記載の指標：図書の貸出冊数 目標値：平成２４年 

度末で７３０，０００冊以上についてですが，目標数値の設定は 

非常に難しいと思います。平成２３年度第１回の運営委員会の時の 

貸出冊数の目標値からは下がっていますが，平成２３年度末の貸出 

冊数が６８８，９９２冊と平成２２年度末の７０７，７９３冊より 

も減っていますので，もう少し考えた方がいいのではないかと思い 

ます。 

 もう１点，雑誌の購入についてですが，リクエストがあった場合， 

           ｢鈴鹿市立図書館購入図書選書基準｣の（１４）を適用するのでしょ 

           うか。 

（事務局） 雑誌につきましては，｢鈴鹿市立図書館図書その他資料の基本収集 

     方針｣２６ページの（６）雑誌に基づいて整備しています。 
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（委 員） 利用者の意見が反映された雑誌の購入をしていただきたいと思い 

ます。 

（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 

本            ます。 

             本日は，長時間にわたり，いろいろ貴重な御意見をいただきあり

がとうございました。 

  

 


