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 平成２５年度 第１回 鈴鹿市立図書館運営委員会 会議録【概要】 

 

                 日 時 平成２５年 ６月２７日(木) 

                      13：55 ～ 16：30 

                 場 所 鈴鹿市立図書館 視聴覚室 

                 出席委員 ９名 

                 出席職員 ４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。〕 

委員長に佐藤毅委員を選出 

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。〕 

委員長職務代理者に衣斐弘行委員を指名 

（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。 

（林委員） なぜ発言委員名まで公開するのですか。 

（事務局） 情報公開請求にて，委員名がないのはなぜかという指摘が多くあ

り，市全体として，委員名は載せていこうと。非公開の会議等はこ

の限りではありませんが。会議での発言は貴重なご意見であり，ど

なたがどういったお考えでおっしゃったかが知りたいという声にお

応えし，傍聴ができる会議については，すべて発言委員名を公開さ

せていただいています。 

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説明願い

ます。 

（事務局）〔「平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」１ページから５
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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。 

     後の議題でありますアンケートにつきましては，開館時間の記述が

大変多くありまして，これは検討の必要があると思います。 

（事務局） 開館時間については，平成１８年に平日２時間延長させていただ

きました。本来であれば，３０代～４０代の女性，６０代以上の男

性からのご意見が最も多く寄せられるところ，今回，アンケートを

実施した時期が中・高校の試験期間にあたり，学習室を利用してい

た学生からの意見が全体の２５％と集中いたしましたことから，開

館時間についての意見が増えたものと思われます。開館時間を２時

間延長いたしました午後５時～７時の利用率は低く，今後サービス

方針の中で，みなさんの意見も伺いながら，この現状を踏まえ，検

討していかなければと思っています。 

（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２４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２５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。 

     ないようですので，次にまいります。 

（事務局）〔「平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」９ページから１

２ページに沿って説明。〕 

（委員長） ここまでの蔵書関係統計について，何か質問がありましたらお願

いします。 

（木村委員）難しいかもしれませんが，今後，大活字本の購入を検討していた

だくときに，重さを考慮していただくことはできないでしょうか。

２冊，３冊借りると持ち帰るのは大変だろうと思います。父のため

に実際借りてみましたが，重いものだなぁと実感いたしましたし，

読んでいてもとても重いと父が申しておりました。今後購入される

のであれば少しでも軽いほうが良いのではないかと。ただ，購入時，

本の重さなどわかりませんし，難しいかと思いますが，今後ご配慮

いただきたいです。 
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（事務局） 現在ある大活字本は，古くて大きくて重たいということがありま

して，今後，なるべくコンパクトなものを選定させていただきたい

と思います。また，新刊が少ないということもあり，今後の方針の

中で，高齢者の方などへのサービスとして充実を検討していきます。 

（委員長） 大活字本は，どのような内容のものが購入されているのですか。 

（事務局） 文学・小説が主です。ただやはり，出版社が限られております 

ので，選択の余地があまりなく，先程申し上げました，コンパク 

トなものを選定することに関しましても，困難な場合は，上・中・ 

下となるべく分冊されたものを選ぶことで対処できればと考えてお 

ります。 

（委員長） 過去，老人保健施設にて，大活字本を購入したことがあります。 

やはり小説，全集物が多く，高齢者に大変人気でしたが，それほど 

重いとか大きいとかは感じませんでした。一般の本と変わりありま 

せん。ですから，こちらの大活字本はどれほど重いのかと。 

（木村委員）こちらの本は，本当に重いです。５冊借りますと持ち帰るのは 

     大変だろうと思うのです。ですから今後，重さにもご配慮いただけ 

     ればと思いました。 

（事務局） 最近は大活字本の装丁が，ハードカバーから表紙・裏表紙ともに 

薄くなり，更にサイズも小さくなってきておりますので，そういっ 

たものを今後選定していきたいと思っております。 

（委員長） ぜひともご検討よろしくお願いします。 

それでは，次の説明お願いします。 

（事務局）〔「平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」１２ページから 

２２ページに沿って説明。〕  

（委員長） 何か質問ございますか。 

（衣斐委員）２１ページの複写利用についてですが，これは著作権法で何枚ま 

でと決まっているのですか。 

（事務局） 枚数ではなく，全体の２分の１までとなっております。 

（衣斐委員）１００ページのものであれば，５０ページまでは良いということ

ですか。 

（事務局） 見開きでの２分の１までであったり，ひとつの冊子に対して半分 

までという制限があります。また，一人１部ですので，例えば同じ 
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ものを３部というのは認められていません。 

（衣斐委員）自分でコピーするのは構わないのですか。 

（事務局） コンビニに持って行って，複写されるところまでは範囲が及ばな

いという判断です。 

（委員長） 他にございませんか。 

（事務局） 先程説明させていただいた部分についてですが，資料１「平成２ 

３年度図書館利用状況」に抜粋がございます。図書館利用にかかる 

指数や５年間の推移もございますので，この数値資料もご確認くだ 

さい。来年以降は，統計部分の資料を別添として，細かい説明は省 

かせていただこうと思います。また，鈴鹿市は２０万人規模の都市 

ですが，それが県内で，あるいは全国的にどのくらいのレベルであ 

るのかといった資料，また，２０１３年版の「日本の図書館」とい 

った資料も，次回ご用意させていただきたいと思います。 

（委員長） 資料１～３はコンパクトで良いですね。来年からは，統計の部分 

を別添資料としてはどうかと提案したいと思っていたところです。 

それでは，次，平成２５年度図書館予算概要について，説明お願い 

します。 

（事務局）〔「平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営委員会資料」２３ページ説明。〕 

（委員長） 図書館の生命線は図書購入費だと思いますが，景気の良い悪いに 

関わらず一定というのは，どう解釈すればよいのかと思いますが。 

（事務局） 図書費というのは，その市の文化を表すくらいに重要なものと言 

われますが，この２千万が高いのか低いのかというと，資料２の「市 

民一人当たりの図書費」全国平均が１６４円のところ当市が約９９． 

３円程度と，かなり低いです。図書費でいいますと，全国平均が３ 

２００万円程度です。ただ，三重県下の平均は更に低く，１７００ 

万～１８００万円程度です。隣の四日市市の状況を見ますと，２３ 

００万円程度です。図書費は，どの市でもなかなか予算要求が難し 

いようです。 

（太田委員）本を買っていただくのは結構なことですが，棚を見ますと，横に 

積んである本が結構見受けられます。溢れているというのか，探し 

にくいですし，みっともないです。適切な購入冊数なのか，本棚が 

足りないのか。いらない本を処分して，ちゃんと並べた方がいいの 
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ではないかと思います。 

（事務局） 確かにご指摘のとおりの書架が見受けられます。開架に収めよう 

と思うと，閉架書庫に持っていきたいのですが，閉架書庫も満杯で， 

そうなりますと除籍するしかないのですが，中にはまだ新しい本も 

あり，そう除籍ばかりもできないという実情があります。 

（委員長） 市民一人あたり，順位をつけると，全国で何位くらいなのですか。 

先程の図書費の全国平均の話もありますが，なぜそんなに低いのか 

な，と。 

（事務局） 少し古いですが２０１１年のデータで，人口１９万人前後の自治

体の図書館比較というのがございまして，その当時は市民一人当た

りの図書費が先述の９９．３円ではなく，約１０３円だったのです

が，２０万人規模の自治体平均が１３２円。一番低いのがＫ市の４

５円，一番高いのがＨ市２５８円です。 

（委員長） いろいろな比較の中で，検討していかなければとは思いますが。 

     いずれにしても低いということですね。下がらないということは，

ある意味では評価に値するかもしれませんが，上がりはしないわけ

です。平成１８年から，７年間図書費が変わっていない。予算要求，

何とか頑張っていただきたい。  

      （事務局） 鈴鹿市の場合，教育関係等，人口急増時に建てており，今，改修 

のピークがきております。図書館は昭和５６年，体育館は国体のと 

           き，市民会館に至っては昭和４０年代という中で，改修費に追われ 

ているという情けない状況下，ソフト面に大幅な予算がつきにくい

ところですが，頑張って予算要求してまいります。 

（林委員） 建物を建てれば，改修が必要となることは当然のことです。行政

の予算のたて方のしくみが難しいのでしょうが，先を読んでの予算

組みというものができないのかと，いつも残念に思います。 

（事務局） 今，全国的に，公共施設のマネジメント白書をつくろうという動

きになってきました。鈴鹿市も大きな施設を中心に作っております。 

     何年度にどれだけのお金が要るとわかりますと，いつ施設を造ると， 

     デコボコにならず，平均的なお金で維持していけるかというのがわ

かります。財政分野の行政改革の中で，させていただいております

が，ご指摘はそのとおりでございます。 
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（林委員） 市政７０周年を過ぎ，なぜこういう現状なのか。今後に期待した 

いと思います。 

（委員長） それでは，次に進みまして「平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営

委員会資料」２４ページから３１ページの資料について，何かご質

問はございますか。もし後から気付かれたことあれば，お出しいた

だくということで。次，アンケート調査報告についてです。 

（事務局）〔「図書館アンケート調査報告」について説明。〕 

      この結果を受けて，次回第２回運営委員会にて「鈴鹿市図書館サ

ービス方針」を提示させていただきますので，内容についてご意見

いただきたいと思います。 

（委員長） このアンケート結果を受けて，次回，第２回運営委員会でサービ

ス方針が提示されるということで，内容について，ご意見お願いし

ます。 

（林委員） このアンケートの中で，図書館の職員が一生懸命頑張ってくれて

いるとの意見があり，それは大変嬉しく喜ばしいことではあります

が，一方，苦情はハード面に関してばかりです。図書館職員に申し

訳ない気持ちになります。何年か前にここ視聴覚室で会議をしたと

きに，カーテンを閉め切って，最初だけ冷房効かせて，冷房切れて

も窓開けないから，なぜかと尋ねたら，カーテンがボロボロな上に，

窓が開放できない状態だったので，外からもハード面への提案をし

ていくということが大事だと思います。 

（事務局） 国分のリサイクルセンターは，市直営ではなく，ＰＦＩ方式とい

って，企業に建設してもらい，市は平成４０年頃まで分割してお金

を払っていきますが，運営自体は全部企業が行っています。ＰＦＩ

については，特に図書館などは，いいところが出てくれば，本当に

いいものができるのではないかと。指定管理者を採用するところも，

県内少しずつ出てきております。 

（委員長） 指定管理って，増えていますか？  

（事務局） 指定管理より，ＰＦＩですね。ＰＦＩは事業者自らが企画を出し

てきて，運営から建物からみんな自分たちでやっていきましょうと

いうものです。桑名ですと，図書館だけではなく，他の機能も入れ

た複合施設でやっていただいてます。指定管理はどちらかというと，
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貸館業務のところが多く，図書館は貸館業務は少ないので，どこま

で馴染むかというと少し疑問ではあります。市民課の受付業務は，

津市などで，部分的に民間に委託しています。窓口関係だけは業務

委託など，今回のサービス方針の中で，そんなことについても，み

なさんのお知恵をお借りできればと考えております。 

（木村委員）アンケートを読ませていただいて，とても満足してらっしゃると

いう方々は，我慢してらっしゃるか，こんな古い図書館しか知らな

いからではないかと。近代的な図書館や，複合施設になっている図

書館など，みなさんもっと知っていただいたら，イベントスペース

やコミュニティースペースがない，開架冊数が少ない，子どもの本

を読むスペースが少ないなど， 気づいて声が上がるのではないかと

考えると，今回の満足度というのは，どうなのかなと思います。市

民の方に，他の図書館を知っていただき，鈴鹿市にもこんな図書館

が欲しい！という声を上げていただきたいと思いました。 

（太田委員）私は，ここへ来るには，市の一番南の方からです。例えば，素晴

らしい施設を作っていただいても，果たして私の団地から何人来ら

れるかなというのはとても疑問です。白子の駅周辺に建てたとして

も，そこへの交通手段の問題がありますし，どこに建てても都会の

ようにはいきませんから，申し訳ないけれど，図書館の将来には期

待していないのです。公民館への配本では満足できませんので，も

う一つ，図書館を造っていただきたいというのが正直な気持ちでは

あります。  

（事務局） 他市の場合，分館がたくさんありますのは，市町村合併が一つの

理由ではあります。それぞれの市町村にあった本館が，合併し分館

化したということです。鈴鹿市で分館を構想するにあたっては，位

置もそうですが，本館との蔵書数の対比であったり，Ｃ－バスなど

の交通体系含め，みなさんのお知恵をお借りしたいところです。 

（衣斐委員）前にも提案が出ていましたが，大学との協定などは今どうなって

いますか。郡山の国際大学に，調べ物などしに行ったことがありま

すし，鈴鹿高専も一般に開放していますね。そういうのを一般に広

く知らせていただけると。 

（事務局） 方針を作っていく中で，地域連携の項目で，大学との連携も考え
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ております。良いご意見をありがとうございます。 

（木村委員）今，いろんなかけ合わせの形が出てきてますから，一つの例です

とパン屋さんと図書室とか。地域のコミュニティに根差した，図書

館をあちこちに造るというのは，どうでしょうか。管理面など難し

いこともあろうかと思いますが，そういった道を探るというのはど

うでしょうか。 

（事務局） 市内ショッピングセンターでも空いているスペースは結構ありま

すので，そういった一室を借りるというのもあるかと思いますが，

蔵書数からセキュリティから，きっちりとしたコンセプトを持たな

いといけませんので，良い事例は参考にし，またご提案もいただき

たいと思います。 

（委員長）アンケートを読んでみて，新しい図書館を，という意見が少なかっ

たことに驚きました。 

（事務局） 清掃面が行き届いていることが，大きいと思います。 

（林委員） 若い人，２０代では建て替えの声が多いですよ。 

（委員長） 逆に言うと，図書館というものがみなさんの中に入っていない，

期待していないということではないかと思います。みなさんが期待

していれば，早く立て直しをしてくださいという声になってくるの

ではないでしょうか。今の状況の中で，一番手っ取り早くてやりや

すいのは，公民館の利用であると思う。今３１館あるのですよ，そ

のすべてが地域に根差しているわけです。 

（事務局） 貴重なご意見だと思います。公民館も，最近建て替えの時期がき

ておりまして，新しい公民館を建てるにあたっては図書室を作るよ

う，同じ部局ですから，要望はしています。 

 ３１ある公民館の中でも，新しく建てたものは図書コーナー等は

充実しているところですが，昭和４０～５０年に建てた公民館につ

いては，図書を置くだけの場所程度しかございません。ただ，公民

館への蔵書数を充実させていこうと思うと，それに対する人件費も

発生してきます。今は図書館職員が配本しており，その貸し借りだ

けの事務作業を公民館職員が兼ねてしておる状況ですが，図書の専

門職員を配置すれば更に充実するわけですから，その可能性につい

ても考えていきたいと思っています。 
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（委員長） 公民館の活用は，地域の活性化，人と人とのつながり，子どもや

高齢者などの通いやすさ，色々な意味で一番有効だと思います。専

門知識がなくても，貸し借りの事務ができる方だけでもいいと思い

ます。検討してください。 

（羽田委員）公民館の現場から言いますと，新しいところもあれば，トイレが

まだ改修されていないところもあります。郡山公民館の現状を言い

ますと，廊下に書架を置いているのです。電灯を点けないと本当に

暗いところですが，廊下以外にはとてもスペースがないのです。公

民館を利用したらという話もわかるのですが，現状はかなり厳しい

のです。平成１３年に建てた比較的新しい郡山公民館でこの状況で

すから，これより古い公民館ですともっと狭くて，スペースがない

のです。確かに公民館は地域に根差した最適な場ですが，ハード面

をクリアしないことには，かなり厳しい現状だと思います。 

（委員長） 他にありますか。 

（林委員） 新しい本は増やしてほしい，でもスペースは狭い，その一方で，

本を読む人が今どれぐらいいるのか。やはり本は読んで欲しいし，

木村さんたちがなさってるように，子どもの頃から本に慣れ親しむ

という教育がすごく大事だと思う。鈴鹿には他市から見ても良いも

のがたくさんあると思うので，そういった良いものを語り継ぐこと

にも繋がりますから，文章を書くことを含め，本を読んだりするこ

とで，図書館を好きになってもらいたいのです。市民憲章の「文化

の香り高いまちをつくります」を見て，「文化の香り」ってどこにあ

るんだといつも思ってしまいます。そういうことにお金を，手間暇

をかけて欲しいのです。 

（松葉委員）小学校でも，子どもたちに読書を推進するため，色々な手立てを

講じております。また，学校の図書室を，魅力ある図書室にするた

めにはどうしたら良いかという問題もあり，図書館もその点は通じ

るところですので，そのアイデアというのは大事だと思います。 

（林委員） 今，Ｋ中学校の図書館のボランティアをしていますが，その年に

よって本の購入冊数が多かったり少なくなったりしますし，いい本

をたくさん入れても，手にとってもらえず，切ない思いをしたりも

しますが，市民会議事務局をしておりますので，成人式の受付をし
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た時に，Ｋ中学校の卒業生が，Ｋ中学校にはたくさん素敵な本があ

って玉手箱みたいだったと言ってくれて，私たちはしんどいけれど

その言葉を励みに頑張っています。ただ，小学校の時は本をたくさ

ん読んで図書館にいっぱい通ってくれても，中学校になると図書館

の利用はあまりないので，魅力ある図書館にするというのは私たち

の課題でもあります。 

（舘委員） 本から離れている児童が，どうやって本を好きになり活用するか，

学校ではなかなかそこまで具体的な指導は難しいと思っており，少

しでも保護者の方々が学校では補えない部分に取り組めるか。例え

ば，年に何回か作文の書き方講習とか，本を活用してのコンクール

とか行うと，保護者の来館者も増えると思うので，企画をしていた

だきたい。 

（委員長） 残念ながら，時間がまいりました。今年から運営委員会が４回に

なるということで，アンケートについての話し合いの場も設けられ

るかと思いますので，今のお話も大事なところだと思います。次回

またご意見出し合っていただきたいと思います。 


