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平成２５年度 鈴鹿市立図書館運営委員会(第３回)会議録 【概要】 

 
                   日 時 平成２６年１月２３日(木) 
                       午後２時～３時３５分 
                   場 所 鈴鹿市立図書館 視聴覚室 
                   出席委員 ７名  欠席委員 ２名 
                   出席職員 ４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 

10 ページから 12 ページサービス方針の取組内容，方針１から方

針 

３まで，事務局から説明願います。 

 

（大籔館長）〔取組み内容について方針１から方針３まで説明。〕 

 
（林 委員） 方針１(２)の資料的に価値の高い雑誌や，地域性のある地方紙， 

又，特色あるタイトルを選定し（３）図書館資料として必要か検 
討するとあるが，これらの選定は誰がするのですか，職員がする 
のですか。 

（大籔館長） 資料の選定については正規職員や司書が行います。資料収集方 
針に基づいて収集しますが，特に特色のあるタイトルとして鈴鹿 
市の場合，モータースポーツ関連の図書・雑誌等を中心に集めて 
います。 

（林 委員） これらのことをしようと思うとすぐ業務が増えますね。 
（大籔館長） 郷土史関係の古い資料はいつまでも紙ベースで残しておくこと 

ができないので，これからはデータベース化して残していく必要 
があります。新聞も保管しており，｢伊勢新聞｣は永年保存で収納 
場所に困る状況になってきています。この新聞もデジタル化しデ 
ータベース保存にしていけば，資料の収蔵場所も少しは広くなる 
と考えています。 

（三村ＧＬ） 運営委員会で提出した資料の中に基本収集方針というのがあっ 
たと思いますが，それに沿って収集していきたいと思います。 
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また，資料を購入する場合，選書基準がありますので，そちらに 
照らし合わせる形で収集していきたいと思っています。 

（木村委員） 郷土の資料をデータベース化することには賛成ですが，更に保 
存するだけではなくてその資料を使用できることも考えてほしい。 
例えば郷土の資料をパソコンで学校へ配信して教材として役立て 
ていただきたいと思います。データベース化していただくと，直接 
触れないものでもアップにしたりして見ることも可能ですし，有効 
利用ということから，将来にわたって視野に入れていただくとうれ 
しいです。 
また，地域性を考慮した特色あるタイトルでモータースポーツの 
都市というのはそう思いますし、最近、象さんが出たということで 
あの辺りもどうなんですかね。 

（大籔館長） 先週の新聞記事で，亀山市川崎町の御幣川近くで象の化石が出 
      たことが発表されていましたが，このような貴重な資料はその市 

だけでなく近隣市にとっても貴重だと思います。これからは鈴鹿 
市だけでなく隣り合わせる四日市市，亀山市，津市など鈴鹿市に 
関連する情報も収集していく必要があると思います。 

（木村委員） 私どもの図書館へ来たらオートバイのことなどがとてもよく分 
かりますよというのが，特色ある図書館だと思います。特色ある 
図書館というと，こういう本なら揃っていますというのをアピー 
ルしていくのも一つかと思います。 

（松葉委員） 先程，林委員から本などの選定について，どなたがされるので 
すかというご意見があったと思いますが，それぞれのことについ 
て専門性が高い方を入れていただいて，選定するような形が大事 
ではないかと思いますので，ご検討いただければと思います。 

（大籔館長） 職員や司書の専門性につきましては，図書館を運営していく上 
で重要なことだと考えています。先日も議会から，図書館のあり 
方について 3つの提言をいただいており，その一つに「図書館運 
営に関して専門的役割を担う司書は，正規職員が望ましい。また， 
司書は常にその資質を高める必要があるため，研修会等への積極 
的な参加を支援できる体制を検討すること。」を挙げています。 

（太田委員） 市議会だよりを見ていましたら，議会で 7月ごろに視察に行っ 
たことが載っていました。関心が図書館に向けられているような 
気がしたものですから，図書館の職員も一緒に行かれたのですか。 

（大籔館長） 図書館の職員は同行していません。議会の文教環境委員会が 7 
月に「教育委員会について」と「図書館のあり方について」をテ 
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ーマに，大阪の箕面市，長崎県の佐世保市，佐賀県の伊万里市の 
３市を視察しています。この結果を受けて，先程の提言をいただ 
いております。 

（太田委員） 今回の方針に，その視察結果が反映されたのかなと思いました。 
方針３の３にあります，「定期的にテーマを決め，ロビー等に展示 
コーナーを設けて・・・・。」とありますが，魅力ある展示がされ 
ていないように感じます。今は佐佐木信綱関係の資料が展示され 
ていますが，ずっと展示しておくのはどうかと思います。内容は 
新しく替わっているんですか。 

（大籔館長） 現在は，佐佐木信綱さんの父である弘綱さんをテーマに，信綱 
顕彰会が中心となって資料を展示しています。 

（太田委員） このような催しを考えたり，企画したりする人もいると思うん 
です。 

（大籔館長） 職員も通常業務で手一杯であり，なかなか新たな企画展や啓発 
      行事など外向けの事業に取り組むためには職員の人員不足を感じ 

ています。 
（舘 委員） 私の希望なんですが，登録した利用者の方にメール配信などは 

出来ないですか。新刊案内などリアルタイムな情報を受け取れる 
といいのかなと思います。 

（大籔館長） メール配信という方法も考えられますが，新刊案内等は図書館 
ホームページで掲載しています。 

（舘 委員） メールなどは来ると見るのですが，ホームページへアクセスし 
てそこまで見るという感覚がありません。 

（木村委員） 新刊情報をリアルに流しても副本がたくさんある訳ではないの 
で，たくさんの要望には対応できないと思います。便利さもある 
かわりに混乱を招くことにもなると思います。 

（太田委員） 今日来て初めて知ったのですが，来館しなくても貸出の延長が 
できるということなど来ないとわからないことがありました。 

（大籔館長） その当時の周知の仕方がまずかったのかも知れません。図書館 
の業務内容が少しでも変わった場合，ホームページだけでなく広 
報紙などを使って周知を徹底していきます。また，図書館をＰＲ 
するために広報紙に啓発記事を掲載していきたいと考えています。 

（松葉委員） 方針２の利用者のニーズですが，学校側からの立場で言わせて 
いただくと，図書館の中に学校担当者のような方を付けていただ 
ければ，図書館サービスが充実していくのではないかと思います。 
これは方針３のレファレンスサービスの充実にも関係すると思い 
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ますが，本来，学校と図書館は綿密な関係を維持していかなけれ 
ばならないが，何かもどかしさを感じます。 

（大籔館長） 学校との連携・協力は非常に大事だと思っています。このこと 
は次の方針５の３「学校，学校図書館との連携・協力」の２番目 
の「学校への団体貸出を更に利用しやすいよう支援します。」の中 
で具体的な施策や事業については，学校図書館を担当します指導 
課と協議し，前向きな内容で検討していきます。 

（松葉委員） 今，この方針５の３で具体的な案を出させてもらってもよいで 
すか。 

（大籔館長） 具体的な案をいただくのはありがたいですが，具体的な取組み 
をここで掲げてしまうと実施計画になってしまうことから，本サ 
ービス方針では詳細な事業名までは挙げずに概要に留め，今後５ 
年間，サービス方針に基づいた事業を行っていこうと思っていま 
す。この間に松葉委員が言われる具体的な事業を盛り込んだ実施 
計画を含めた，図書館全体の基本計画を策定したいと考えていま 
す。 

（三村ＧＬ） 学校図書館との関係につきましては，連携・連絡が余りとれて 
いない状況にありますので，学校への団体貸出の取扱基準を設け 
まして，指導課経由で学校のほうへ流したいと考えております。 
特に，先生方の場合は学校が終わってからの 17時以降などに来館 
されましても，職員が手薄なことから十分な対応ができないこと 
もございます。今後は，人的に配慮し十分な対応ができるよう手 
立てをこのサービス方針の中で考えていきたいと思います。 

（松葉委員） 指導課のほうも連携についてはもどかしさもあると思います。 
今，県民の学力向上運動の中の 3番目に読書活動が挙げられてい 
ますし，まして鈴鹿市の小学生の学力は低い状況にあるので，そ 
このところをもう一度しっかりと見直しながらやっていく必要が 
あると思いますので，よろしくお願いします。 

（大籔館長） 指導課のほうでも今，第 2次子ども読書活動推進計画の中でい 
ろいろ取り組まれていますが，その中に逆に図書館との連携が書 
かれています。学校側からの連携もありますが，図書館から学校 
へ出向くブックトークとか配本サービスの必要性はわかっていま 
す。しかし，現在の人員ではそこまで回らないというのが実情で 
すが，このサービス方針に基づいて，そのあたりも含めて人や予 
算も要望していきたいと思います。 

（佐藤委員長）先程から聞かせていただいて，この問題は非常に大事だと思い 
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ます。ネックはどこにあるか考えていますが，やはり経済的な部 
分かと思います。必要性はわかっていても前へ進んでいかない， 
専門の司書教諭の問題も，置かなければならないとなっていても， 
現実は置かれていない。司書教諭が置かれていれば，学校と図書 
館の連携がもっと濃くなると思います。松葉先生が言われたこと 
はいい意見だと思いますし，これを活かすような方向に動いてい 
くことが大切です。ひいては図書館をサポートするような形にな 
って，活力が出てくるのではないかと思いました。 

（林 委員） 図書館だけで要望してもだめだったら，指導課も含めて両課で 
要望することなども必要だと思います。お金がない，人がいない 
ということがもどかしいです。 

（大籔館長） 教育委員会の組織再編のこともあって，まだ指導課とは新年度 
以降の協議が進んでいません。 

（三村ＧＬ） 学校図書館への団体貸出の対応や，ブックトークや出前講座的 
なことはできていない状況にありますが，団体貸出についてはな 
るべくスムーズにいくように努力させていただきたいと思います。 

（佐藤委員長）少し戻るかも知れませんが，本とか・資料の保存について，先 
      程，館長が言われました｢伊勢新聞｣は永年保存ということですが， 

これはどこでも行っていることだと思います。各市の図書館で同 
じことをやっており，各々の図書館が保存しなくても,各市で分担 
すれば無駄が省けると思います。 

（大籔館長） ｢伊勢新聞｣は永久保存と言いましたが，他の新聞の地方版につ 
      いてはすべて抜き取り保存しています。これらも貴重な資料です 

            から，データベース化して保存していきたいと考えています。 
（佐藤委員長）データベース化することが，スペースも確保できますし，一番 
      いいです。 
（三村ＧＬ） 最近，県立図書館も県内で分担保存を考えており，新聞に関し 

ては鈴鹿市と亀山市が｢中日新聞｣の地方版である鈴鹿・亀山版を 
集めるなど，各市で分担して収集することになりました。雑誌に 
ついても各市の特色あるものとして,本市はＦ１グランプリ特集 
を収集することになっています。 

（佐藤委員長）ここからは方針４から方針６までについて事務局から説明をお 
願いします。 

 
（大籔館長）方針４から方針６まで説明  
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（佐藤委員長）引き続き,意見等ございましたら，発言をお願いします。 
（林 委員） 図書館と学校との連携ですが，方針５を見ると先程の回答と正 

反対の感じがします。何故かと言うと，学校への支援に努めます 
と書いてありますので，できないではなくて，できますという姿 
勢を見せてほしいと思います。 

（松葉委員） 団体貸出の利用も平日の時間帯でないとだめです，土・日もだ 
めですと言われると職員もやりくりが難しいと思います。専門性 
の高い，学校のニーズに合わせる窓口というか担当者の方をつく 
っていただくと連携もしやすくなります。指導課と図書館がもっ 
と連携して協力すれば，子どもたちにもプラスに働くと思います。 
もっと連携・協力の体制をお願いします。 

（大籔館長） 勤務シフトの見直しや新たなサービスを展開するための人員要 
求をし，学校からの要望に対応したいと思います。 

（木村委員） 児童専門の司書さんを置いていただくのが先決ではないかと思 
います。今の業務をしながら，学校の対応は人的にも難しいです 
し，児童の司書というのは専門性が必要ですから，そういう方を 
配置するということを考えてほしいと思います。また，江島カル 
チャーセンターのことが気になっていまして，特に防災面で，こ 
の施設はあまりにも海に近いということと避難用のビルまでが遠 
いことから，避難誘導するのも大変なことだと思います。江島カ 
ルチャーセンターを分館にして児童の専門にするなら，防災とい 
うことも念頭において，どういう体制でいくのかを考えてほしい 
と思いました。 

（佐藤委員長）貴重なご意見だと思います。本のことばかりに気をとられがち 
ですが，防災面も非常に重要です。 

（白塚山課長）参考までに「放課後子ども教室」を白子公民館で開催しており 
そこの講座生が中心になって年1回避難訓練を実施していますが， 
これも危機管理体制の一つだと思います。私も今年，避難訓練に 
参加させてもらいました。 

（木村委員） お世話をする人がしっかりとした意識を持っていただく必要が 
あると思います。どの経路で子どもを動かすかという細かなとこ 
ろまで，飲み込んでもらわないと。勉強会をすることで適切に動 
いてもらうということになりますので，そのようなことも考えて 
いただきたい。 

（佐藤委員長）津波とか地震は必ず来ますから，もし伊勢湾の中で地震が起 
      こったら，ものの５分で津波がやってきます。防災面も一つの提 
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言としてよろしくお願いします。 
（太田委員） 15ページにあるＰＦＩについて用語解説にありませんでしたの 

で，説明をお願いします。 
（白塚山課長）これは Private Finance Initiativeの略で，民間が公の建物を建 

てましょう，民間がお金を出しましょう，民間で運営しましょう， 
それに市も絡みましょうという民間活力を利用してという意味で 
す。最近では桑名市の図書館がこの方式を採用しています。 

（大籔館長） 一般の方が見ても分かるように，用語解説に追加しておきます。 
（松葉委員） 学校の司書教諭というのは，全部の学校に配置されています。 

教諭の中に司書教諭の免許をもっている人が１校に必ず１名以上 
いますが，その人たちが担任を外れて１日中，図書教育に専念で 
きるかというとそうではありません。担任を持ちながら図書のこ 
とをしているので非常に負担になっています。このような状況で 
すので，ここの図書館と連携が深めればいいなと思っています。 
できれば図書館のほうに，学校担当の専任の司書さんがいれば， 
学校図書館も質が高くなると思います。学校の方も司書教諭とし 
てではなく，学校司書を置いてくれるといいのですが。 

（佐藤委員長）40年くらい前の学校でも，きちんと図書館に司書がみえる学校 
      がありました。やはり行政のやる気しだいだと思います。 
（羽田委員） 私も大阪の高等学校にいたときに司書の方が正規職員でいまし 

た。今，話をきいていると司書の方が各学校にいないというのは， 
条文がどのように解釈されて，置かなくても済むとなったのか， 
条文を調べてはどうですか。置くことができるという文があって， 
置くことができるという言葉がいくらでも解釈できるような，そ 
ういう間違ったところへいっているのかなと感じます。 

（佐藤委員長）司書教諭に関して言いますと，置かなければならないなんです。 
ところがその後に，当面の間はよろしいとなっているんです。昔 
の養護教諭がそれだったんです。先進的な市や町は，きちんと取 
り組んで置かれているところもあります。くどいかも知れません 
が，ここの図書館の職員数は，他の市町の図書館と比較してどれ 
ぐらいの差があるのですか。人口が 20万規模の自治体と比べてど 
うなのか，前にも聞いたことがあるかもしれませんが。 

（大籔館長） 当館の職員は，正規職員，嘱託職員，臨時職員で 27人です。全 
国の 20万都市の単独館の職員は 35人くらいです。いろいろな事 
業をやっていこうと思うとやはり人員不足ということになります。 

（佐藤委員長）35人と 27人では，随分違います。これは平均的なところで， 
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      もっとたくさんの職員がいる館もあると思います。このような人 
的なことも認識して，やっていかないと図書館は変わっていかな 
いと思います。終了時間が近づいてきましたが，他にご意見ござ 
いますか。 

（林 委員） 民間の能力を活用してＰＦＩや指定管理者制度の調査・研究を 
行いますと書いてありますが，それが必ずしもよい結果ばかりで 
はないと思います。 

（大籔館長） 実際に導入している桑名市や他市の導入事例を調査し研究も始 
めており，メリット，デメリットも出ていますので，そのあたり 
十分検証していかなければならないと考えています。導入につい 
て選択する時期がきましたら，皆さんにも諮らせていただきます。 

（林 委員） よい結果ばかり聞かないし，よくないことも聞くことが多いも 
ので。お金がないことはよく分かりますが，もっと長い目で慎重 
に取り組んでほしいと思います。 

（佐藤委員長）いいご意見をいただきました。他にご意見ございますか。なけ 
れば閉会とさせていただきます。この後，事務局のほうから連絡 
事項はございますか。 

（三村ＧＬ） 第 4回の運営委員会を 3月の下旬に予定しています。議題は昨 
年までの第 2回運営委員会の内容で進めさせていただきます。 

 
閉 会 
（佐藤委員長）長時間の協議ありがとうございました。 


