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平成２４年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)会議録 

 

                   日 時 平成２５年２月１４日(木) 

                       午後２時～４時２０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 ３名  欠席職員 ２名 

 

１ 開会 

（佐藤委員長） 〔運営委員会の開会〕 

       

２ 議題 

（佐藤委員長）  それでは，議題の第１，平成２４年度図書館事業報告について，事務局 

から説明願います。 

（三村推進ＧＬ） 〔「平成２４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。〕 

（佐藤委員長）  質疑，御意見があれば伺いたいと思います。 

（林 委 員）  ２頁のおはなし会の開催についてですが，昨年度には開催されていた｢よ 

        みきかせやさんの日｣は，２４年度にはなかったのでしょうか。 

（三村推進ＧＬ） 例年４月にかけて開催していましたが，図書館の都合でできませんでし 

た。来年度以降は，開催する方向で努力していきたいと思っています。 

（林 委 員）  年賀状展もなかったのでしょうか。 

（三村推進ＧＬ） 年賀状展については，昨年1月の開催が，鈴鹿市制７０周年の節目で最 

終となってしまいました。 

         昭和５６年の開館以来年賀状展をずっと開催してきましたが，その間も， 

図書館としてもっとふさわしいものがあるのではないか，先程お話が出た 

よみきかせやおはなし会に重点をおくべきではないかという意見も職員の 

中ではありました。 

 また，年賀状の個人情報にあたる部分を隠すため，せっかくの良い作品 

を，部分的に覆ったりしなければなりません。以上のような理由により昨 

年度で終了とさせていただきました。 

（林 委 員）  職場体験学習の受入れについてですが，昨年度はありましたが，今年度 

は受入れがないようですが。 

（三村推進ＧＬ） 学生さんを対象としたインターンシップですが，鈴鹿市の中学校の職場 

体験学習は，４日間と指定されています。 

今年度も，神戸中学校と創徳中学校から受入れ希望の話はありましたが， 
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個人情報保護取扱いの制限から，体験内容として，図書館の本の貸出や返 

却などのカウンター業務が体験してもらえない状況です。仮に受入れたと 

して，４日間，数名の生徒さんに体験していただく仕事がかなり限定され 

ます。せっかく仕事を体験していただくよい機会でしたが，以上のような 

理由でお断りさせていただきました。 

 また，教員の社会体験研修については，４校６名ですが，研修の日数は 

１日となっており，双方の日程調整の関係で，１日で６名の受入れとなり 

ました。 

なお，インターンシップ，教員の社会体験研修とも希望される時期が７ 

月８月で，図書館の繁忙期にあたり受入れが難しい状況にもあります。 

（大籔図書館長） 補足ですが，８月は，夏休みで利用者が多くインターンシップ，教員の 

社会体験研修とも，指導するのに一人に職員１名をつきっきりで付ける余 

裕がありません。 

 先程，三村ＧＬが事業報告の中で，｢図書館サービス方針｣の策定につい 

て説明しましたが，インターンシップ等についても，この中に入れたいと 

考えています。 

（佐藤委員長）  他にいかがですか。 

（佐藤委員長）  ＣＮＳにご協力いただき，図書館の行事等のＰＲをしたりすれば，さら 

に利用者が増えると思います。例えば社会見学をしているところの様子を 

見れば，他の学校の子供も図書館へ行きたいなと感じたりして，利用増に 

つながると思います。 

 ＣＮＳは市民にかなり浸透しており，紙媒体やインターネットによる宣 

伝より，テレビによる方が効果があると考えます。 

（大籔図書館長） 報道機関への情報提供についてですが，市の方へ毎週，おはなし会の開 

催等を記者提供しています。ただ，取材されるかどうかが問題になります 

が，来年度から取材に来てもらうようＰＲに，もう少し力を入れたいと思 

います。 

 また，前回の委員会時に，啓発が足りないというご指摘を受けましたの 

で，来年度は，｢広報すずか｣で図書館の特集記事の掲載を予定しています。 

内容については，昨年実施したアンケートの結果も踏まえて４頁になる 

か６頁位になるか検討しているところです。 

（太田委員）   ３頁の８ 除籍資料の活用についてですが，私は，学童の関係もしてい 

まして，昨年，学童施設に３０冊～５０冊の｢リサイｆｕｌｌ｣図書をいた 

だきました。けっこう良い本があり，ありがとうございました。 

（小河管理ＧＬ） ｢リサイｆｕｌｌ｣図書の提供についてですが，市の関連施設へは，特に 

冊数に制限は設けず，先着順でお渡ししています。 
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なお，今回の児童向け｢リサイｆｕｌｌ｣図書につきましては，市の子育 

        て支援課を通じて，保育所・学童保育所などで，希望する施設がありまし 

        たら，先に提供いたしました。その後，市の庁内ＬＡＮ「掲示板」に掲載 

        をして，小学校などで希望する施設がありましたら，提供後，「リサイ 

ｆｕｌｌ」図書コーナーに出した経緯があります。 

（佐藤委員長）  他に何かございますか。 

（羽田委員）   ２点あります。 

         まず，２頁の６ 各種行事等の実施 （２）おはなし会の開催のところ 

で，毎回２０名～４０名の親子が参加となっていますが，対象年齢はどう 

なっていますか。 

（三村推進ＧＬ） 乳幼児から就学前後のお子さん，親子が対象となっています。 

（羽田委員）   そうしますと，読み聞かせの内容については，そのレベルでということ 

ですか。 

（三村推進ＧＬ） 内容については，実際に読み聞かせをしていただいている木村委員から 

 説明をお願いしてよろしいでしょうか。 

（木村委員）   小学生の参加は少ないのですが，小学生が見えた時は，小学生に合わせ 

        た内容にするとか，工夫をしてもらっています。プログラムをいくつか用 

意しておき，当日の参加者の顔ぶれにより内容の決定をしています。 

 ただ，小学生が，土曜日・日曜日のおはなし会の時間帯に入るのは少な 

いし，高学年の子は，どちらかというと，自分で本を読んでいますので， 

おはなし会の対象は，どうしても低年齢化しています。ですから，乳幼児 

から小学１年生ぐらいが対象となります。 

（羽田委員）   今，学校は週５日制で，この制度を利用して，何かこういうところへの 

参加を促していくことができないかと思いまして。今後の課題だとは思い 

ますが。 

 ２点目ですが，同じく２頁の６ 各種行事等の実施の（３）に夏休み子 

ども映画会の開催がありますが，映画会は春休みや冬休みには，開催の計 

画はないのですか。また，他に何か計画があるのでしょうか。 

 子供に図書館へ向かわせる手段として，図書館にも色々事情があると思 

いますが，いかがですか。 

（大籔図書館長） 子供たちが図書館に集まってくるようになるには，どんな方策があるの 

か，また，どんなイベント等が考えられるのか，今後，他の図書館も参考 

に研究していきたいと思っています。 

（木村委員）   土曜日に小学生がやってくるには，鈴鹿市が広域なため，どうしても車 

での送り迎えが必要になります。そのあたりを親子でイベントに来ていた 

だくなど，考えなくてはいけないと思います。小学生が自転車で来れる範 
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囲は限られるので，親子でのイベントが必要だと考えます。 

 子供向けのイベントを運営していくには，もう少しボランティアさんの 

力が欲しいし，お手伝いしていただける方が欲しいと，同じボランティア 

として思います。 

 それと，佐藤委員長のおっしゃったＣＮＳの件ですが，ＣＮＳは，ここ 

何年か｢絵本シアター｣という番組を放映しています。｢絵本シアター｣は， 

保育園などの各種の読み聞かせを中継するものです。この図書館に，お話 

がきたこともありますが，図書館は放送が入ってしまうと静けさを確保で 

きない問題等もあり，難しい側面もあります。 

 中継の他にも，著作権の問題もありますが，絵本などの紹介をしていた 

だくなど，テレビを見ている子供たちが，図書館にこんな本があるなら， 

行ってみたいと思えるようになればいいと思います。 

 もう一点，提案ですが，社会見学の時に子供たちの案内ができるボラン 

ティアがいればいいと思います。 

（佐藤委員長）  他に，何か御意見，御質問はありますか。 

         なければ，次に進めたいと思います。 

         それでは，議題の第２，平成２４年度図書館利用状況等の途中１３頁ま 

で事務局から説明願います。 

（三村推進ＧＬ） 〔「平成２４年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)資料」４頁から１ 

３頁に沿って説明。〕 

（佐藤委員長）  質疑，御意見があれば伺いたいと思います。 

（衣斐委員）   １２頁の公民館別配本状況のところで，庄内公民館のみ雑誌を１７冊配 

本していますが，その雑誌の内訳についてお伺いします。 

（三村推進ＧＬ） 雑誌の内訳についての手持ち資料がありませんので，申し訳ありません 

が，後程確認させていただきます。 

 なお，配本の種類につきましては，公民館を利用される方の要望により， 

行っています。例えば，紙芝居を置いて欲しいとか，最近では，時間に余 

裕のある高齢者の方から，大活字本をとの要望が各公民館とも多い傾向に 

あります。先程の雑誌についても，要望によるものと思いますので，調べ 

させていただきます。 

（衣斐委員）   除籍する基準は，何かありましたか。 

（三村推進ＧＬ） 除籍は，第１回目の運営委員会資料に添付した｢鈴鹿市立図書館資料の 

        除籍に関する基本方針｣（平成２０年６月２４日）に基づき行っています。 

         除籍対象資料として，破損，汚損，摩耗等が著しく，補修が困難なもの 

        発刊日或いは購入時から５年を経過したものの中で，内容的に利用価値が 

        低くなったもの，等々となっています。 
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（衣斐委員）   今日，｢リサイｆｕｌｌ｣図書のコーナーにいい伝記本があり，活用させ 

        ていただこうと思い，頂戴したものですから。 

（三村推進ＧＬ） 郷土資料については，極力，補修をしていますので｢リサイｆｕｌｌ｣図 

書のコーナーには，まず出ないと思います。 

（佐藤委員長）  他にいかがですか。 

（木村委員）   ２頁の５ 図書館間の連携・協力 （１）に三重県図書館総合目録（Ｍ 

ＩＬＡＩ）による県内図書館との相互貸借の実施がありますが，｢ＭＩＬＡ 

Ｉ｣と同じで｢カーリル｣という検索サイトがあります。 

｢カーリル｣は全国６，０００以上の図書館からリアルタイムの貸出状況 

        を簡単に検索できるサービスで，それを利用すると自分の読みたい本が， 

        どこの図書館にあるのかがすぐわかり，とても便利です。それと，今人気 

        の本や，お薦めの本とかが紹介されています。本の購入については，鈴鹿 

        市立図書館として，色々基準がありますが，こちらの情報も参考にしてい 

        ただけたらと思います。おそらく，｢ＭＩＬＡＩ｣より｢カーリル｣の方がこ 

        れから利用率が高くなると思います。 

 公民館への配本図書についてですが，随分古い本があって，動いていな 

いように感じます。大活字本は，すごく読みやすいので，入れ替えてほし 

いと思います。大活字本は，今年度も購入してもらっていますので，シニ 

アの利用が多い公民館への配本もお願いします。なお，新装版が出版され 

ていますので，購入も含めて，ぜひ，検討をお願いします。  

（大籔図書館長） 他館にあって，この図書館にない本，例えば，ベストセラーものや，新 

聞の書評欄に載っている本など，利用者の方からリクエストがあります。 

一般図書で他数のリクエストがあった場合，複本を購入するなど，選書 

        基準を若干見直し，少しでも利用増につなげたいと考えています。 

（木村委員）   選書はすごく難しいと思います。リクエストどおり買えばそれでいいと 

いうものではないと思いますし。 

（大籔図書館長） ホームページにも，図書館にあるベストセラー本の一覧を掲載し，リア 

ルタイムで本が選べるような状態を作っていかなければならないと考えて 

います。また，インターネットを使えない方には，手段として広報紙を活 

用して，新着図書の紹介などをし，こんな本があるのなら，図書館へ行っ 

てみようか，公民館を利用してリクエストしてみようかと思っていただけ 

るのではないかと思います。このことにより，利用者が少しでも増えれば 

と考えます。 

（林 委 員）  平成２０年６月２４日に購入図書選書基準などが決められていますが， 

これを変えないと，購入ができないのですか。もう少し幅広い運用はでき 

ないのでしょうか。 
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（三村推進ＧＬ） 現在，この基準を運用して選書していますが，基準を作成して５年弱経 

過しており，実情に合うように若干見直しをする必要があると考えていま 

す。 

（衣斐委員）   除籍に関してですが，伝記物は極力残していただきたいし，それが図書 

館の役目だと思います。 

（佐藤委員長）  公民館の配本事業を盛り上げるには，それ用の予算をつけるべきだと思 

います。予算がつけば，本館だけで新刊図書を購入する必要もないし，ま 

んべんなくサービスがいきわたるのではないかと思います。 

（大籔図書館長） 公民館自体が建替えの時期にきていまして，書架を廊下の隙間に置いて 

いる公民館もあります。建替えの済んだ新しい公民館には，図書室が造ら 

れていますし，これから建替えする公民館には，図書室の設置要望をして

います。 

（太田委員）   公民館での本の貸出は，積極的に行われているように思えません。 

（大籔図書館長） 配本されている本に魅力がないからかもしれませんので，ある程度新し 

い本を持っていかないといけないですね。 

（木村委員）   公民館によっては，冷暖房の効かないところに書架が置いてあったり， 

        公民館自体に書架を置くスペースがない現状もあります。地震でもきたら 

        大丈夫かなと思われるようなところに書架が置かれている公民館もありま 

す。施設の問題もクリアしていかないと公民館配本は増えないと思います。 

（佐藤委員長）  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。 

議題の第２，平成２４年度図書館利用状況等の残り１４頁から１６頁まで 

と，議題の第３，平成２５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，事務局から説明願います。 

（三村推進ＧＬ） 〔「平成２４年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)資料」１４頁から 

１７頁に沿って説明。〕 

（佐藤委員長）  １４頁から１７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。 

（柳瀬委員）   図書館のホームページを見ますと予約のランキングが載っていて，予約 

人数として８３人とか５０人とかなっている場合があります。複本がある 

としても，この予約を待って実際に借りられるのですか。 

（三村推進ＧＬ） 予約待ちが２０人程度になりましたら，複本の購入を検討します。 

         貸出期間が２週間，貸出可能の連絡をしてからの取り置き期間が１週間 

        ですので，一人あたり３週間のスパンを設けることになります。 

         そこで，問題になるのが複本の購入ですが，永続性が低いと懸念され一 

過性の要因が高いと思われる図書などの見極めも必要となります。 
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ブームが去ったら，同じ複本が数冊できたということがないように気をつ 

けています。 

（柳瀬委員）   予約の順番を待って実際に借りられる方はみえますか。 

（三村推進ＧＬ） 中には，１年待ちになっても，借りられる方もみえますし，順番を待っ 

        ているものの，途中で予約を取り消す方もみえます。先程の複本購入は， 

２～３冊が限度だと考えています。 

（大籔図書館長） ベストセラー本については，今の基準を見直して，複本購入を５冊まで 

にしたいと思っています。また，お願いとして，利用者の方が購入され読 

み終えられたベストセラー本を｢フリーライブラリーコーナー｣へお持ちい 

ただくようにＰＲして，少しでも予約待ちの解消に繋げられたらと考えて 

います。 

（佐藤委員長）  他にいかがでしょうか。では， ３ その他について，事務局から提案， 

説明等お願いします。 

（大籔図書館長） 本日，机上に置かせていただきました資料｢図書館利用アンケート調査・ 

集計結果（速報値）｣について，説明させていただきます。 

         〔｢図書館利用アンケート調査・集計結果（速報値）｣について，説明。〕 

（佐藤委員長）  事務局からの説明が終わりましたが，質問等いかがでしょうか。 

（太田委員）   自由記述欄は，これですべてですか。 

（大籔図書館長） 一人の方で，５つも６つ記述される方がみえましたので，項目別に分け 

させていただきました。 

（太田委員）   色々な意見があって，なかなかおもしろいですね。 

（大籔図書館長） 原文どおり書いており，あえて変えていません。 

（太田委員）   アンケートにこれだけ書いてくださって，協力的ですよね。 

（大籔図書館長） こちらにも，反省するところがたくさんありまして，職員の対応なども 

色々書かれています。 

（林 委 員）  利用環境のところに，トイレのことが，随分書かれていますが，やはり， 

この図書館を，新しく建替えてもらわないといけないと思います。 

 予算的なこともあると思いますが。 

（大籔図書館長） この場所で，図書館を単体で建設する場合，最低でも３０億円ほどかか 

ります。 

         また，新たに土地を購入して建てる場合は，当然土地代も必要になりま 

す。 

なお，ここで建替えとなると，建設期間などで，１年半から２年弱休館 

        する形になります。ここを残して，新たな所へ建替える方法の一つとして， 

図書館西側駐車場へ縦長の立体図書館を造ることも考えられますが，そう 

すると駐車場の問題が発生します。 
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昭和５６年開館のこの図書館や，隣接する文化会館もかなり老朽化が進 

        んでいます。市民の方の要望は，生涯学習センターと図書館などの複合施 

        設を挙げており，他市では既に建設計画が進んでいるところもあります。 

（林 委 員）  先程，館長のアンケートの説明の中で，公共交通機関の話が出ましたが， 

        図書館や文化会館に来るのに公共交通機関がないですよね。バスも本数が 

        あまりないし，とても不便です。文化の中心である図書館や文化会館に来 

るための公共交通機関がないのは，ちょっとはずかしく思います。 

（木村委員）   アンケートに回答された方はどれくらい図書館を知っているのでしょう 

か。 

         自動貸出機（ＩＣタグ）を導入してほしいという意見はどうだったでし 

        ょうか。皆さんそういう意識を持ってみえるのでしょうか。導入費用はか 

かりますが，自動貸出機を使うと貸出等とても便利になるというような声 

をあげていただくのも一つの方法だと思います。 

（大籔図書館長） 先程言われたＩＣタグ導入の件ですが，導入すれば，盗難防止や貸出・ 

返却等が自動的に処理でき，人件費の削減にもつながります。 

また，毎年１週間程かけて行っている蔵書点検も，一日二日で出来ます。

メリットがたくさんあるのですが，その予算を平成２０年に鈴鹿市総合 

計画実施計画の事業提案としてあげましたが，財政当局に却下された経緯 

があります。その時の予算の試算額は６３，０００千円でしたが，今は， 

ＩＣタグを付ける単価が随分安くなっています。盗難防止ゲートや自動貸 

出機すべてをいれても，４０，０００千円位になると思われますので，来 

年度策定するサービス方針の中に入れていけたらと考えています。 

（木村委員）   ＩＣタグについては，すぐにすべての蔵書に付けるのではなく，部分的 

に利用ができるので，まずは，高額な美術図書などに付けて盗難防止に役 

立てるという方法もあると思います。 

（大籔図書館長） アンケートの意見は，図書館の課題となっている部分と結構，合致して 

        います。 

（衣斐委員）   実施されたアンケートの声を活かしていただけたらと思います。 

（大籔図書館長） 今回，これだけ意見をいただきましたので，できるかどうかわかりませ 

んが，皆さんの意見を｢Ｑ＆Ａ｣のような形にして，図書館内に掲示できれ 

ばと思っています。 

（佐藤委員長）  このアンケート調査の結果は，どこへ出るのですか。 

（大籔図書館長） 今から，公民館などの出先の分を集計し，報告書にまとめて図書館に置 

きます。後，ホームページに掲載し，来年度広報紙に特集記事を組む予定 

ですので，その中でアンケート調査を踏まえて，図書館の利用促進やＰＲ 

に努めます。 
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（佐藤委員長）  このアンケート調査の結果すべてを掲載するのですか。 

（大籔図書館長） 広報紙の特集記事のページ数に応じて，抜粋して掲載します。 

         それと，別件ですが，お手元に｢鈴鹿市立図書館の現状と課題について｣ 

        という資料を置かせていただきましたが，その資料は過日開催されました 

        教育行政懇談会の時に提出したものです。図書館の抱えている課題や同一 

        人口規模自治体の図書館比較などの資料ですので一読いただけたら幸いで 

す。 

（佐藤委員長）  終了予定時刻が過ぎてしまいましたが，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。       

         御意見御質問がなければ，以上で本日の会議を終了いたします。 

本日は，いろいろ貴重な御意見をありがとうございました。 

         これで，本日の委員会を終了いたします。 

 

 


