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平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第２回)会議録 【概要】 

 

                       日 時 平成２５年１０月３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 ９名   

                       出席職員 ４名  欠席職員 １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）  それでは鈴鹿市立図書館サービス方針（案）について，資料の３ペー

ジから４ページまで，事務局から説明願います。 

（三村ＧＬ）  〔「鈴鹿市立図書館サービス方針（案）３ページから４ページに沿って説

明。〕 

（佐藤委員長）  サービス方針策定に当たって４つの提案がなされていますが，その内

容について何かご質問はありますか。 

（林 委員）   ３ページ ２のサービス方針の位置付けのところで，「鈴鹿市教育基本

目標」と「第二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」とは相互に関連する

方針となるとなっていますが，具体的にはどのように関連付けするので

しょうか。 

（三村ＧＬ）   第２次の「子ども読書活動の推進に関する基本的な計画」が，平成20

年３月に閣議決定され，平成１３年１２月に施行された「子どもの読書

活動の推進に関する法律」の中で，地方公共団体・保護者等それぞれの

果たすべき役割が規定されています。地域における取り組みとして，公

立図書館の情報化の推進等を掲げていますので，その辺で関連付けてい

ます。 

（林 委員）   「鈴鹿市子ども読書活動推進計画」を担当する部署はどこですか。 

（小河ＧＬ）   教育委員会の指導課が担当しています。 

（佐藤委員長）  他にいかがですか。 

         なければ，次の「Ⅱ 図書館の現状と課題」について説明をお願い

します。 

（三村ＧＬ）  〔「鈴鹿市立図書館サービス方針（案）５ページから１０ページに沿って

説明。〕 

（佐藤委員長）  図書館の現状と課題について，説明いただきましたが，大きく３点掲

げられていますので，まず，１公立図書館を取り巻く動向について，何

かご意見ご質問等ありましたらお願いします。 
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（佐藤委員長）  国の動向として「文字・活字文化振興法」等が施行された時に，何か

予算的な措置があったのですか。例えば鈴鹿市に特別に予算がもらえる

とか。 

（小河ＧＬ）   国・県から図書館に対しては，そのような措置はありません。 

（古川部長）   学校の図書館に対しては，図書の充実等の制度に対しては，多少，国

は対処していると思います。 

（佐藤委員長）  学校へ司書教諭を置かなければならないというのは，国会を通ってい

ますよね。でも，実際には，いないですよね。その点はどうですか。 

（松葉委員）   司書教諭はいますが，担任を兼務して図書の仕事をすることになりま

す。図書を購入するにも，購入について学ぶ時間がありません。１００％

図書の購入に力を注ぐのは，難しいと思います。 

（木村委員）   ちょっと別の話しになりますが，「文字・活字文化振興法」のなかでは，

学校図書館に司書を配置するようなっていますが，実際には実現できて

ないと思いますが。でも，この法律をもとに，これから司書が増えるの

はいいことだと思います。実態が追いついてきていないですが，重要な

法律だと思います。 

（古川部長）   国の考え方は，事業の取捨選択は地方に任せるといい，限られた財源

の中で地方は行革を考えながら事業を執行していく。今までのように国

から財源が入るから事業をするということは，できない時代となってい

ます。地方は地方で知恵を絞って，今何に集中しようかと考えないと，

市自体成長していかないと言われています。 

（衣斐委員）   部長の言われることはわかりますが，７頁の（１）図書館サービスの

状況に書かれている利用状況は同規模都市の平均を下回っていますよね。 

         これはやはり，かつて図書購入費が３，０００万円あったのが，２，

０００万円に減額されたことが，かなり反映されていますか。 

（古川部長）   図書館の書架自体に収容能力の限界がありまして，蔵書を増やそうと

しても，置くスペースがないという課題を抱えています。蔵書を増やし

ましたと言っても，どこへ置くかという物理的な問題が生じます。 

         今回考える方針は，現状の建物で，どれぐらいの期間で，より良いサ

ービスをするには，何をすればいいのかを考えさせていただく。それと

並行して現在，市の方では，公共施設を全部洗い出し，何年に建てて，

いくら工費がかかるかという公共施設マネジメント白書を作っています。

白書により長く将来に渡って予算の平準化を図り，適切な施設管理をし

て行こうと考えています。 

         その中で，新しい図書館は，どの時点で位置付けますかいうことを今

から議論して，次の新たな計画のなかで建設計画として位置付けていこ

うということをしています。ただ，この施設を壊して，すぐに建て替え

るということはありませんので，せめて，今の施設をより良くするには，
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何をしたらいいのか，皆様のお知恵をお借りしたいとお願いする次第で

す。 

（衣斐委員）   同規模の都市というのは，人口をいうのですか。 

（三村ＧＬ）   人口２０万人規模の都市と比較しています。 

（佐藤委員長）  ２ 図書館サービスの状況と利用者・未利用者の意識や動向の方に質

問が移ってしまいましたが，他にいかがでしょうか。 

（林 委員）   ７ページに「図書館職員の研修の充実方策について・・」が掲載され

ており，「図書館職員が研修を受けやすい環境づくりを図ることが報告さ

れています。」となっていますが，当館では，図書館職員が研修を受けや

すい環境づくりをしているのでしょうか。 

（三村ＧＬ）   司書のための研修会を開いたことはありませんが，司書部会がブロッ

ク毎に分かれており，今年度北勢ブロックでの開催市にあたっています。

予定では，来年の２月位に司書を対象とした研修を当館で開催する予定

です。 

（林 委員）   鈴鹿市立図書館の職員の中には，司書資格のない方もみえますので，

司書資格取得のための研修はされているのでしょうか。 

（三村ＧＬ）   司書資格の取得については，自分で努力して取った職員もいます。図

書館で研修という形ではなく，通信教育等，自分で勉強して取得する職

員もいます。 

（林 委員）   本人の自覚に任せてあると考えてよろしいでしょうか。  

（三村ＧＬ）   図書館職員の研修の充実方策というのは，専門的職員である司書の基

礎的な知識・技術を更に深め向上させることが必要だと考えています。 

（林 委員）   予算もなくて，建物も古くて建替えができないとなれば，人を育てる

しかないと思います。そういうことに力を入れていかないといけないと

思います。 

（古川部長）   人事部局も職員の採用については，専門職の採用も含めて検討をして  

います。また，各種の研修制度については，人事課からの紹介があり，

積極的に受講できる機会が与えられています。なお，図書館では，仕事

の洗い出しをして，例えば，窓口で受け答えをするだけの仕事，司書に

しかできない専門的な仕事等の調査をしています。仕事の仕分けをする

ことで，司書がより司書の仕事に集中できるように考えていきたいと思

っています。その為に，皆様のお知恵を借りながら，より良い図書館を

と考えています。 

（林 委員）   図書館のレファレンスサービスを考えた時に，受付けだけしかできな  

い人より，ある程度勉強した人が図書館の職員として配属されるような

システムづくり等がほしいと思います。それから今，図書館の一番の問

題は，建物のことだと思います。建物のことがどうにもならないので，

図書館の職員の方も，他の部分で一所懸命頑張ってみえるのに，お金が
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ないので何もできないと言われると，非常にむなしく感じます。部長の

言われる予算の平準化の施策もよくわかりますが。 

（古川部長）   鈴鹿市にも相当の借金があり，その返済や，今問題になっている橋梁 

の補修等も何百個所もあります。そういった現状の中で，何を優先して

いくか熟考し，計画を策定していこうと考えている状況です。 

（佐藤委員長）  時間も迫ってきましたので，１０頁までの ３ 図書館を取り巻く環 

境変化と課題についてまでで，何かご質問があればお伺いします。 

（木村委員）   電子媒体のことが書かれてありますが，導入は可能なのでしょうか。 

（三村ＧＬ）   まず，著作権の問題があります。 

（木村委員）   ＤＶＤを見るとか，機械を導入する問題でしょうか。 

（三村ＧＬ）   著作権をクリアしたものであれば，図書館で認められた形で視聴可能       

なわけですが，例えば，没後５０年経過したもの等制約があります。今

現在，利用者の方が思ってみえるような電子媒体は，揃えづらい状態で

す。また，著作権をクリアした電子媒体を購入する時に，かなり費用が

かかってしまいます。 

（木村委員）   いろいろ課題があって，導入するのが難しいということですか。 

（古川部長）   見ていただく機材については，９月末に機械を３台入れて，ＤＶＤが

見れるようになりました。ＤＶＤを入れて，ヘッドホンをつけて見てい

ただけます。ただ問題はソフトです。そのソフトをどこまで充実させら

れるかということです。 

（衣斐委員）   問題はソフトですね。 

（木村委員）   そのスペースとか，私は最初から建替えを要望しているんですが。少

し先になるが11ページの4つのキーワードの中で，「暮らしや仕事に役

立つ図書館」という謳い方をすると，電子図書が見れる，アイパッドが

使えるというそういう印象が先に立つのではないか。電子的なものをこ

の広さや予算の中でやっていけるのかなと思います。例えば，ずっとお

願いしているＩＣタグシステムにしても予算が難しいということですし，

電子的な課題はどの様にクリアしていくのかなと思いました。 

（古川部長）   これはたたき台であって皆さんの意見をいただいて文言なり中身を替

えていきたい。5 年間の計画の中で実施できるもの，研究していくもの

などのジャンル分けをやっていかなければならない。書いたものを5年

間ですべてできるかというと，それは非常に難しいので，そういった中

でいろんな意見を出してもらうことによって良いものができるかなと思

い，こういうレベルで案を出させもらった。 

（佐藤委員長）  その前に出していただいた意見は非常に中身が濃い，大事なことなの

で事務局の方で考えてもらい案に反映してもらいたい。 

（衣斐委員）   木村委員が言われたことは，時代がどんどん先行している。それに箱

物も後から費用を掛けるとなると莫大になる。そういう意見を入れてい
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ただいて，そこだけを早急にやってもらうとか，そういうことが可能な

のか。 

（古川部長）   箱物全体となると難しいが，ソフトに近い情報基盤や技術の導入はき

ちんと考えていきたい。例えば,アイパッドが見たい，そういう環境が整

っているかどうか，恥ずかしながらここはほとんど整っていない状況。

そういう環境整備はある程度できるかと思う。機器なんかをずらっと揃

えていくとなると，次の更新時期を見据える必要があるというのも事実

です。 

（林 委員）   10ページの地域サービス事業の展開のところで，移動図書館が無くな

ったのは残念ですが，利用者数が少ないからやめたんですか。 

（三村ＧＬ）   移動図書館車をやめた理由として，ディーゼル車に対してノックス法

というのがあり，10年を経過した車両はそれをクリアしないと車検が受

けれないことになった。約2400冊積み込むことができ，本館と同じよう

に新鮮な図書が多かったことから比較的利用が多かったのも事実。 

（林 委員）   もし，移動図書館をやってほしいと言っても，車がないということで

すね。総合計画の中で目標が，「図書館サービスを市全域で受けている」

と書かれており，全域で図書館サービスを受けているかというとそうで

はないので，そういうことを考えると移動図書館はいいものだったとい

う気がするので，そういう方法も考えてほしい。ここの建替えよりは安

いですよね。なんとかならないですか。 

（佐藤委員長）  続いて11ページ以降の提案をお願いします。 

（三村ＧＬ）    概要説明 

(佐藤委員長)      説明が終わりました。質問があればお願いします。 

（羽田委員）  「市民の身近な学び場・」で学び場で「の」が抜けていませんか。 

（三村ＧＬ）  「学びの場」のほうがいいですね。 

（衣斐委員）   案を見させていただいて，これだけやろうとするとお金がかかります

ね。 

（古川部長）   これはまだ柱の柱で，その中で予算的なものを提案したり，新規要素

は何なのか，既存のものを拡充していくのかどうかという議論が必要に

なりますので，皆さんには柱について協議いただいて，それにつながる

事業を考えていきます。しかし，この柱の①から⑥ですが，めりはりが

ないので，私としてはめりはりをつけたい。方針１の中では，これをま

ずメインにやってくださいとか，そういうご意見をいただいて，その中

でめりはりをつけたものをやっていきたい。 

（三村ＧＬ）  基本的には現状の予算の中で活用できるものが方針２の方なんですが，

これまでの図書の充実に加えて，一般利用者向けサービスについては，「国

の望ましい基準」の中には，就職や転職等日常生活にかかる資料も集めて

いきなさいということですので，そういったものに重点を置きながら，現
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在の予算の中で有効活用していくということもあります。 

（古川部長）  来館が困難な人のために地域を回っているのと逆に，私は個人的に将来

的にはデリバリーサービスができないかと。例えば，体の不自由な方，高

齢者の方で移動手段を全然持たない方には，逆に電話で予約をいただいた

らデリバリーで自宅へ届けられるようなサービスとか。これは私個人の意

見ですが。今は，DVD にしても各家庭へ送り届けて，返していただくとい

うのが当たり前のような時代になった。なかなか図書館だけは，公民館へ

あまり冊数をもっていけない，古い目の図書のため借りてもらえない，そ

れをずっと繰り返しているだけでは何の進歩もないかなと。この5年間で

出来るかどうか分からないが，そういったことを考えていくシステムをこ

の中に位置付けて，考えていくということも大切と考えている。 

（木村委員）  今日，これを読んでどうしてもお願いしたいことがありまして，国の望

ましい基準の中の６番なんですが，ボランティアの活動の促進というものを

何とか加えていただけないでしょうか。学校との連携を図るといっても，今

学校は学校図書室を充実するようにと，読書ボランティアの講習なども行っ

ています。そういうところでも読書ボランティアだけでなく，正規のボラン

ティアも必要になっていくでしょうし，ボランティアを促進するとか育成す

るとかも方針の中に加えていただけませんか。そういう文言が入っているだ

けでボランティアさんも頑張ろうという気になると思います。ボランティア

さんというと「読み聞かせ」だけという印象があるかも分かりませんので，

ブックトークにしてもブックスタートにしてもやれることはたくさんあり

ます。図書館と協働していく，学校と連携していくという方々に頑張ってい

こうという気があった方がいいので，方針として入れていただけるとうれし

い。また，ここに読書活動の振興というのが少しも出てこないので，読書活

動というのは子どもだけでなくて，大人の人にも本を読んでもらいたいとい

うのがありますので，どこかに図書館は読書活動の振興をしていくという，

当たり前のことですが，目指す方針の中にその言葉を入れていただきたいと

思います。今，図書館の司書の方も入ってもらっているが，児童専門の司書

さんが置いてもらっていないので，児童のレファレンスも機能していないと

思います。 

（古川部長）  他の図書館ではそういうことをやっていることを聞いているので，そう

いうことも考えていきたい。 

（木村委員）  ボランティアと協働していくということが大事なんで，その文言を入れ

ていただくとうれしい。 

（林 委員）  読書活動の振興やボランティアのことは当然のことだと思っていました。

次の世代をどんどん育てていくためには，必要だと思いますので，是非，

入れていただきたいと思います。 

（古川部長）  例えば，読書活動の振興なんかは基本目標の方へ入れた方が，かえって
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いいのではないかと思う。方針の中に細かく入れ込むのではなくて，基本

目標が５つでも言い訳です。その中に位置付けてしまう方法も一つあると

思う。 

（木村委員）  シニアの方にも若い方にも本を読んでいただきたいということを，ここ

に入れていただけるといいなと思います。 

（羽田委員）  目標と方針の 1 番目，鈴鹿市が目指す図書館像の１行目，近年の急速

な・・・・という文章がありますが，これは現在の分析ですよね。この分

析を生かすという中身でないと意味がないかなと思います。いろんなとこ

ろで少子高齢などと言いますが，だから図書館の今後の姿を描いていく中

で，そういう現在の分析に則って，どう応えていくかが必要ではないのか。 

（柳瀬委員）  方針２の中で，いろいろな利用者別の人について書いてあるが，運営上

の望ましい基準の中に外国人の方へのサービスがあるので，こちらのほう

も方針２へ入れてはどうか。 

  それともう１点なんですが，先週のある新聞に図書館のことを書いた記

事があったんです。その中で図書館に積極的に所蔵してほしい資料は何か

ということで，仕事や勉強に活用できる専門書や専門誌というのがあるん

ですが，仕事で使うような本は１冊が比較的高いんです。ですからこの基

本目標にある「暮らしや仕事に役立つ図書館」の中で仕事面も重要視して

ほしいと思います。個人で買うにも高くて買えないし，逆に読むところも

全部でなくて一部読むだけのときもありますので，そういうときは図書館

で買ってもらってみんなで有効に使えればいいなと思います。 

（舘 委員）  案２の共に成長していく図書館で「共に成長していく」内容というのは，

どういうものですか。 

（三村ＧＬ）  開館当初は，市民１人当たり１冊ということで１８万冊の所蔵を目指し

てきました，書庫がいっぱいになったことから，これまでの数的なものか

ら質の向上を目指すという意味で成長していこうというニュアンスのもの

です。 

（舘 委員）  今，図書館から遠のいているというのは，個人でも情報収集ができる時

代になっていて，図書館へ行っても分からないことが多いと個人で本屋さ

んへいくことになります。イメージ的に図書館へ行けば，情報を個人で収

集するより情報がいつでも得られることを理想としています。 

（木村委員）  市民感情としては，どうやって成長していくのかなと感じてしまう。そ

のあたり私は１案のほうが分かりやすいと思います。ここにいくつかの参

考資料として他市の将来像がありますが，この中でもそういうことなんだ

なと分かるのもいくつかありますので，誰が見ても分かりやすいというの

が，一番前にきたほうがいいように思いますが，いかがでしょうか。 

（衣斐委員）  このキャッチコピーはどうなるんですか。２案なんかはどこかに謳って

あるのですか。 
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（三村ＧＬ）  これは図書館の方で他市の例も参考にしながら，鈴鹿市として独自の基

本理念として案として出させていただいた。 

（衣斐委員）   利用者に公募するとか，利用者の方が感じたキャッチコピーの公募とか。 

（木村委員）   今まではなかった訳ですか。 

（三村ＧＬ）     方針というものがあったのは，例えば図書を購入するための方針であっ

たり，基準であったりで，この大きなサービス等の方針に対する基本理念

にあたるものは定めていませんでした。 

（林 委員）  先程，部長が言われた読書活動の振興を上の部分にいれたらどうかです

か。今後このような課題を克服し，社会に対応できる図書館として，「また，

読書活動の振興の場としての図書館」を目指しますにすれば，これは要ら

ないのかなと思います。どうなんでしょう。 

（古川部長）  今，いいご意見をいただいた。言わせていただいたのは，方針の中では

小さすぎるなと，それより一つ上げて目標ぐらいに掲げた方がよりいいか

と思います。 

（木村委員）  今，新しい図書館の考え方としてニーズに応えると言うよりは，ニーズ

をつくっていくみたいなのがありますよね。そういうことも私たちがこれ

から考えていきたいなと思います。最近，入口のところで，今までずっと

無理だと思いましたが，展示だけではなくて何かイベントができるのでは

ないか，考えればできるのではと思い出しました。この器の中でニーズに

応えるというニーズをつくっていくということも，もしかしてできるので

はないか。少し理想的な事で申し訳ないですが。 

（衣斐委員）  もう少し市民主導みたいなことを，何もかも図書館ではなしに。 

（古川部長）  市民の自由な発想で逆に行政はそれの場の提供なり，いろんな支援なり

を側面的にやりましょうという方向に換えていこうというのは事実です。

今，言っていただいたように，市民の方からいろんなことを受け入れてや

るということは非常に大事かなと思っています。 

（衣斐委員）  木村委員が言われたことは，この中ではどこに入ってくるのですか。み

んな図書館業務だけのことですが，例えば先程のホールを何かに使いたい

場合は，どれに該当するのですか。 

（林 委員）   ここに載っていないから，してはいけないということではないんですね。 

（三村ＧＬ）  例えば，今の話ですが，国の望ましい基準では「多様な学習の機会」と

いう中にも資料展示会を開催するというような幅広いものもございますの

で，そういったものを挙げさせてもらうのは可能かと思います。方針内容

が大上段に構えておりますので，まず基本理念というのが１案，２案とな

っていますが，本来ならばもっとコンパクトなものでいこうということで，

今，５つの基本目標を掲げながら，より具体的なものを方針として図書館

のほうで展開できるものとして，先程いただいた意見も加えてやらせても

らいたいと思います。また，それに対しましてもご意見をいただきたい。 
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（古川部長）  ボランティアの関係，ニーズの関係，例えば市民と協働の図書館づくり

という１つの方針を立て，その中に図書館が主体ではなしに市民が主体の

図書館づくりみたいなものを方針にいれていけば，十分吸収することがで

きます。それがメインになってくるのが，これからの時代かなと思ってい

ます。 

（松葉委員）  方針の骨組みというか案を出していただいた方針１から６に対して，で

きるかできないかは別として，あるべき図書館の姿として出してもらって

います。方針１はこれからどのようにやっていくかという具体的な案は，

次回第３回になってくる訳ですか。その案はこちらから出すんですか。 

（古川部長）  ある程度，事務局で考えます。今日意見をいただいた中で，欠けている

ものもたくさんありました。それを入れることによって次の施策が何をや

らなければならないか見えてくる。５年で全てをやってしまうのか，５年

で調査・研究までしかできないものがあったり，そこらをきちんと区別し

た施策をつくっていく，それを次に提案したいと考えています。 

（松葉委員）  例えば方針２の①～⑥，先程も外国人の事がありましたが，⑦について

具体的なものが出てくる訳ですか。 

（古川部長）  外国人サービスについては主にこういうサービスをやりますということ

から具体的なものは挙げていきます。 

（松葉委員）  基本的には市民の方へのサービスに徹することが一番大事ではないかと

思います。 

（古川部長）  今もいろいろとサービスはやっています。これからも創意工夫をする中

で考えていきたい。方向性とかこういう事業をやって継続するか，拡充す

るとかいう具体的な案を皆さんにご議論いただいて，修正したものを皆さ

んに提示させていただき，また意見をいただく作業をしたいと思います。 

（松葉委員）  キャッチコピーというのは，小さい子からお年寄りまで幅広くどなたで

も分かりやすい，鈴鹿の図書館はこれなんですと言えるような，鈴鹿なら

ではというか，直ぐに受け入れてもらえないような堅いものではなく，や

わらかい感じのほうがいいように思います。 

（佐藤委員長）  ちょうど４時になりました。どのようにまとめさせてもらいましょうか。

今日はたくさん意見を出していただいたんですが，次回にこういったこと

を基にされて詳しいことが出てくるんですね。 

（古川部長）  今いただいた意見を入れ込んで，もう一度組み直したものを送らせても

らい，そこで意見があれば個別に図書館にいただき，最終的な骨組みを作

って，次回はそれに基づいた施策をつけていくというスケジュールでいか

がでしょうか。 

（佐藤委員長） 今の部長の提案でいかがですか。よろしいですか。 

（衣斐委員）  次回の予定は年内になりますか。大体の流れをお聞かせいただければ。 

（古川部長）  できたら次回は１月の中旬から下旬ぐらいにかけて開催するのと，それ
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まで作業を進めさせてもらい，骨子を送りさせていただき，意見があれば

いただく時間もほしいですし，そういうふうに考えています。 

（佐藤委員長） このような提案がなされましたが，それでよろしいですか。部長のほう

が提案されましたことを、皆さん頭の中に入れておいてください。近々、

今日の話し合いを基にした一つの考え方が配られてきますので，また，そ

れをご覧になって意見がある場合は，こちらへ出していただきます。それ

を基にして１月中旬に案を提出していただくという、そういう順番でいき

たいと思いますが，よろしいですか。長時間の審議をしていただきありが

とうございました。 

 

 

 

 


