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平成２５年度 第４回鈴鹿市立図書館運営委員会会議録【概要】 
 
日 時 平成２６年３月２７日(木) 午後２時～午後３時４１分 
場 所 鈴鹿市立図書館 視聴覚室 
出席委員 ７名（委員長）佐藤 毅 （委員）林 佳代子，舘 智子， 

羽田 規夫，柳瀬 智紀，木村由美子，太田三千代 
出席職員 ５名 文化振興部長 古川 滋 生涯学習課長 白塚山隆彦 

参事兼図書館長 大籔 宏紀，管理 GL 小河 教子，推進 GL 三村 純一 

 
１ 開 会 
（佐藤委員長） 〔運営委員会の開会あいさつ〕 

       
２ 議題 
（佐藤委員長）それでは，事項書 1番目の平成 25 年度の図書館の事業報告について 

事務局から説明願います。 

 

（三村 GL））〔1 ページから 3 ページの事業報告について説明〕 

 
（羽田委員）2 ページ６の各種行事等の実施の参加人数の合計が違います。 
（三村 GL）資料確認後，精査・修正させていただきます。 
（佐藤委員長）正しい数値に修正をお願いします。 
（舘 委員）図書館での社会見学は，学校から申し出があって受け入れるのですか。 
（大籔館長）社会見学の希望がある学校を受け入れています。実施は 5 月から 10 月

の時期の希望が多く，年度初めから申込を受け付けています。 
（柳瀬委員）５番目に図書館間の連携というのがあり，図書の相互貸借を実施されて

いるが，それでも見つからない場合はどうするのですか，かなりあると

思いますが。 
（大籔館長）県内や東海の図書館で見つからない場合は，国立国会図書館に照会し相

互貸借制度により借入を行っています。 
（柳瀬委員）相互貸借ですべてがカバーできますか。 
（三村 GL）県内や東海の図書館でかなりの確立で見つかります。それ以外は，国立

国会図書館が基本的にすべての資料を収集していることから資料の検

索が可能です。 
（大籔館長）事業報告の追加で，昨年度，ライオンズクラブさんから視聴覚機器と書

棚の寄贈がありました。報告１の資料の充実とサービスの向上の中に，

視聴覚資料の充実と入れたいのですが，ソフト（DVD,CD）の収集につ

いてはこれからのため，ここには記載できませんが，映像等の資料を見

る環境が整ったことから，視聴覚機器の整備と加えていただきたいと思
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います。 
（佐藤委員長）視聴覚機器の整備という項目を追加してください。私から１つよろし

いですか。（5）に教員の社会体験研修として初任者研修というのがあり

ますが，図書館というものがどのような施設かを先生方に意識や認識を

持ってもらうのに非常に重要だと考えられます。先生方に勉強してもら

う機会をつくっていただくことは大事だと思います。今日は松葉先生が

欠席ですが，このような研修を多く実施するよう教育委員会や校長会に

実施するよう，お願いしようと思っていたんです。教育委員会と連携を

取っていただいて，先生方に図書館の持つ意義を知っていただく初任者

研修の継続をお願いします。 
（大籔館長）この後説明しますサービス方針の中の学校図書館との連携の中で，教員

の初任者研修の受入れを挙げていますので，可能な限り受入れていこう

と考えています。新採の先生も市内の人，市外の人もみえますが，特に

市外の先生には，鈴鹿市のことを知ってもらうために，なるべく図書館

へ来ていただきたいと思います。 
（古川部長）先程の小学校の社会見学で，待っていてはなかなか来てくれないという

現状もあります。社会見学でこのような場所があるということを，こち

らからアピールして，親子で来てもらえるような仕組みもサービス方針

の実施計画の中でつくっていきたいと考えています。 
（佐藤委員長）続いて事項書２，平成 25 年度図書館統計について 4 ﾍﾟｰｼﾞから 16 ペ

ージまでありますが，特徴的なものについて説明を事務局からお願いし

ます。 

 
（三村 GL））〔4 ページから 16 ページの図書館統計について説明〕 

 
（羽田委員）16 ページの視聴覚機器の貸出状況で，私の公民館ではプロジェクターや 

スピーカーなどの機器を県のほうで借りていますが，ここでも借りるこ 
とができるのですか。 

（大籔館長）視聴覚機器としての映写機材を備えており，各種団体に貸出を行ってい

ます。県の生涯学習センターの視聴覚ライブラリーでも借りることがで

きます。 
（三村 GL）プロジェクターに関しては，VHS 用，ビデオ用，パソコン用の 3 種類，

3 台があります。 
（羽田委員）16 ミリフィルムもあるようですが，リストはありますか。 
（大籔館長）16 ミリの一覧表は備えています。しかし，16 ミリフィルムはかなり年

代物のため利用はあまりありません。昨年度は，昔の懐かしい映像を見

たいということで老人会に 3 巻貸し出したことがありました。 
（三村 GL）16 ミリ映写機はもっと多くありますが，フィルム自体が古いため 16 ミ
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リ映写機の貸出は少なくなっています。 
（羽田委員）回想的に見るのも楽しいので，一度どのようなものがあるのか見せてく 

ださい。 
（佐藤委員長）統計を見ると貸出冊数や来館者など全体的に減少傾向にあり，図書館

の危機というものを感じています。他の図書館においても同じ状況です

か。 
（古川部長）言われるとおりだと思います。1 年間担当させていただいて感じたこと

は，何故，減ったかという原因を分析して，次に増やす手立てはどうい

うものがあるのかという作業を今までの図書館はできていない。毎年，

同じことを行っていることが多くあり，PDCA サイクルが回っていない

から，こういう状況に陥っていると思います。今回，サービス方針の実

施計画を作る中で，分析からすべて行って次に増やす努力は何をすべき

かを考えていきたいと思っています。もう少し長い目でみていただいて，

来年こういうところが変わったなと言われるように頑張っていきたい。 
（大籔館長）この後，実施計画に当たるものを作りますが，これまで細かな指標とい

うものが設定されていませんでした。今回は６つのサービス方針それぞ

れに指標を定め，1 年間の状況を皆さんに検証していただいて，PDCA
サイクルに沿って，利用者増に努めていきたいと考えています。また，

他館の状況につきましては，地方部において減少傾向の館もありますが，

都市部においては増加傾向にある館も見られます。増加理由としては，

指定管理者制度や業務委託を取り入れた運営体制の見直しが大きな理

由だと思われます。 
（佐藤委員長）民間委託をすることで効果は大きいのでしょうか。 
（古川部長）今はそこまで考えていません。一番今大事なことは司書さんの資質向上

だと思いますので，研修等の予算も今年度付けさせていただきました。

世間で言われている武雄市図書館のツタヤやスターバックスとのコラ

ボの例もありますが，一時的には利用者は増になるかも分かりませんが，

検証も必要ですから，すぐに飛び付くわけにはいかないと思います。今

の施設でやることは非常に難しく，新しい施設の中で運営体制も考える

べきで，直ぐに民間委託にするということは考えていません。しかし，

将来的には民間委託という視点ももって考えていくことは必要だと思

っています。 
（佐藤委員長）いろいろな問題はありますが，よろしくお願いしたいと思います。 
（木村委員）このサービス方針とても期待しています。具体的な事業として試行でも

かまいませんから，一度トライしていただけませんでしょうか。いろい

ろやってみないと分からないことがたくさんありますから，すべてのこ

とに対してやってみるのはだめでしょうか。やってみてだめだったら違

う方法を考えればよいというふうに，柔らかい感じでやっていただけた
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らサービス方針もよいものになると思います。 
（林 委員）鈴鹿市が平成 23 年 4 月に出した「第 2 次鈴鹿市子ども読書活動推進計

画」というのがありますが，この中にも同じような内容が書かれていま

す。その中に 3 つの柱があって，1 つ目に「身近な大人が，子どもと本

の出会いの重要性を認識し，積極的に子どもの読書活動にかかわること

を勧めます」これなどは先程，委員長が言われたように，学校の先生や

司書さんが大事ですと書いてあります。3 つ目の項目に，より豊かな読

書環境を子どもたちに提供するために，市立図書館や学校図書館が中心

となって，関係部局や市民団体等と連携を強化し，読書活動の整備に努

めますとありますが，それをどうやって運用していくかということも大

事であって，柔軟な頭でないと運用していけないと思います。こんなす

ばらしい計画があってもだめなんだろうといったときに，頭が高いとい

うことがあるので，もう少しゆるやかでいいので，もう少し頑張ってほ

しいなと感じました。過去のいろんな資料を見ると，すばらしいことが

いっぱい書いてありますので，そういったものを活かしていただけたら

と思います。 
（大籔館長）計画があっても実行が伴っていないということだと思いますが，今，県

のほうでも第３次子ども読書活動推進計画の見直しを行っています。そ

の中でも林委員が言われるように各種団体との連携･協力といったこと

が活かされていないという意見があり，これまでの課題に対応するため

各種関係団体との更なる連携や啓発に努めることを謳っています。この

計画も 26 年度中には示されると思います。 
（古川部長）鈴鹿市の図書館の場合，今まで外に出ることがあまりなかった。図書館

というと中に閉じこもっていて、来る人を待っているというのが私の感

想です。図書館から外へ出て行く，地域に出向く，公民館を活用するだ

けでなく，何か工夫したやり方も考えていきたいと思っています。子ど

もを中心に考えると親御さんも一緒に来ていただいたり，ふくらみも出

てくると思いますので，いろんな部分でボランティアとかお願いするこ

ことなりますので，御協力をお願いします。いろんなことをやって成果

を見て，反省することも大事かなと思っています。 
（木村委員）ふれあいライブラリーに館長や三村 GL が出ていただくというのは，す

ごいことだと思いますが，運転手さんがいないからという理由で，これ

でいいのかな，やはり運転手を兼ねた専門も方が必要と思いました。そ

のあたりは人員の問題もあると思いますが，ふれあいライブラリーを充

実させていく方法はないでしょうか。 
（古川部長）地域サービスの根本的な見直しをサービス方針の中で行うということ書

かせていただいていますが，皆さんの意見をもらいながら，いろんな議

論をしながら，知恵を出しながら，よりよい方向にいくよう考えていき
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たいと思います。ふれあいライブラリーは単に本を置いてくるだけの作

業ではないと考えていますので，根本的に見直したいと思っています。 
（木村委員）人が足らないのであれば，そこに充てていただきたいと思います。 
（羽田委員）図書館も外へ出るという話ですが，この前，当公民館の駐車場を使った

「講談社の読み聞かせライブラリー」が開かれ，親子でかなりの人が集

まったようです。図書館もこのようなことを手掛けていくということも

大事だと思います。 
（古川部長）サービス方針はまだきていませんが，２月ごろから生涯学習課のほうで，

図書館と連携を取るように私からしてあります。 
（生涯学習課長）公民館で実施している「出前講座」に，図書館の職員やボランティ

アを派遣して行おうと今，計画をしています。 
（木村委員）羽田館長が言われたのは，講談社の「全国訪問お話隊」というもので，

三重県にも３年に一度回ってくるものです。無料で実施されているもの

で抽選に当たれば，３００冊の図書を積んだバスがやってきます。この

催しは企業の社会貢献の一つとして行われているもので，無料のものを

有効利用していただくもので，この図書館も数年前に呼んだことがあっ

たと思います。こういったものも利用していただけたら思います。 
（大籔館長）いろんな情報を収集し，これらの催しを活用していきたいと思います。 
（佐藤委員長）続いて事項書３，平成 26 年度鈴鹿市教育基本目標について説明を事

務局からお願いします。 

 
（三村 GL） 〔17 ページの平成 26 年度鈴鹿市教育基本目標について説明〕 

 
（佐藤委員長）基本目標に掲げられていることが実現できるよう努力していただきま 

すようお願いしたいと思います。 
（林 委員）目標値７３万冊は，どのような根拠があるのか。 
（大籔館長）第５次鈴鹿市総合計画の第３期行財政経営計画の目標値が７５万冊とな

っていましたが，数値があまりにも高いということで，鈴鹿市教育基本

目標の成果指標としての貸出冊数の目標値を７３万冊に下げています。

総合計画の中でなぜ目標値を７５万冊としたかといいますと，第３期の

計画時の現状値が７１万冊であったことから，目標値として７５万冊と

しています。 
（林 委員）私も，総合計画の審議会に入っていて，検証する中で専門家の方がこれ

ぐらいですと言われましたが，妥当な目標値だったらそれでいいですが，

どうなんだろうということになります。 
（古川部長）総合計画の目標値というのは，行財政経営計画の中では変えることがで

ません。 初に設定したときに，人，物，金の３つを投資するために総

合計画を策定します。できた目標に近づけるために頑張っていくための
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もので，それを安易に下げていくと総合計画の趣旨から外れることにな

ります。それを達成したら達成していないほうへお金を回していこうと

いう，全体で考えていく計画ですから，目標値が２７年度となっている

と思います。 
（林 委員）２７年度になったら変えることができるのですね。 
（古川部長）そういうことになります。 
（佐藤委員長）事項４番目の図書館サービス方針のパブリックコメントについて，説

明をお願いします。 

 
（大籔館長） 〔図書館サービス方針のパブリックコメントついて説明〕 

 
（木村委員）パブリックコメントの回答で少し気になった点があります。６番目の国 

立国会図書館のデジタル化資料送信サービスのことなんですが，この回答 
は少し誤解を招くのではないかと思います。このサービスは，市立図書館 
が登録して，職員が検索し，館内の端末で閲覧でき，複写も職員が印刷し 
て利用者に引き渡す手順になっています。個人ではできないことから，こ 
れを学校と連携していくことは難しいと思います。この表現だと収集・保 
存が図書館で自由にできる印象があります。手続きの方法などもかなり難 
しくなるので，これは図書館にお尋ねくださいという表現にしてはどうで 
すか。 

（大籔館長）情報の収集にあたっては以降の表現を修正し見直します。質問者の方も 
簡単に自分でアクセスできると思ってみえるかも知れませんので，誤解 
を招かないようにします。 

（木村委員）私も調べたのですが，このサービスはまだ全国で６７館しか実施してい 
ないんです。皆さんに利用の仕方も知ってもらわないといけないと思い 
ます。 

（古川部長）パブリックコメントの回答の場合，ほとんどが具体的にこれをやります

という答えがしにくいものが多いです。今からサービス方針についての

具体的な計画・事業を作っていきますので，その中に反映させていきます

というようなお答えしかできません。 
（佐藤委員長）サービス方針の素案というか原案はどういうふうに作られたのですか。 
（大籔館長）素案は，図書館職員で作成いたしました。 
（古川部長）サービス方針原案を教育委員会に諮って，教育委員さんから意見をもら

い，また議会に諮り，議員の皆さんからも意見をもらい，市民の皆さんか

らも意見をいただき，修正するところは修正し，完成品にしてきました。 
（佐藤委員長）修正箇所を見てみると，６ﾍﾟｰｼﾞの図書館施設の充実と再整備の項目

で修正前と修正後を見てみると後退した気がします。どこからこのよう

な意見が出たのか気になりました。 



7 
 

（古川部長）これは部長連絡会の中で意見が出まして，今，鈴鹿市は公共施設のマネ

ジメント白書を作っています。これは公共施設をどれぐらいの周期で修

繕を掛け，どれぐらいの予算がいるのかというものを 26 年度完成予定

で進めています。その中で図書館はどのような形でやっていくのかとい

うことを土台にして考えていく必要があります。その場合，大前提が国

も同じですが，安易な建替えではなく施設の延命化です。このようなこ

とから部長連絡会の中で，分館を建てる場合もあったり，本館を改修す

る場合もあったりしますので，はっきりと建替えとは言い切れない，ま

だ先が決まっていないことから難しいのではという意見がありました。

図書館の施設の整備については，次の計画の中で検討していきましょう

という文言に替わってきました。 
（佐藤委員長）図書館に対する考え方が，私は後退だと思いますが。道路も大事です 

が図書館はもっと大事だという発想にならないと，なかなか図書館は良 
くなりませんので，頑張っていただきたいと思います。 

（古川部長）一生懸命やっていきたいと思っています。今年は 10 年位固定していた

図書館の図書購入費を一割アップしましたし，司書さんの研修費も新た

に付けましたので，施設のほうもいろんな方策も考えながら，市民の皆

さんに喜んでもらえるようにしていきたいと考えています。 
（佐藤委員長）もう一つ，木村委員や林委員からよく言われることですが，人の育成

というか専門職員の育成が大切だと感じます。特にリーダー育成という

か，引っ張っていく人をつくることも大事で，す。そういうリーダーが

出てくれば図書館も変わっていくと思います。 
（林 委員）確認したいんですが，もう建替えは暫くないということですか。 
（古川部長）直ぐはないです。 
（林 委員）これを次期総合計画の中に，建替えも含め他の・・・というふうに柔ら

かくしても入れることはできないですか。 
（古川部長）修正後の文言で，効率的な施設整備という中には，建替えも含んでいま

す。ただ建替えがいいのか分館建設がいいのかを考える必要があります。 
（林 委員）私たちは一つでも文章が残っていたら言いやすいです。そのとき，次期

総合計画の中に図書館の建替えも含め他の・・・とすれば少しでも助か

りますが，だめでしょうか。後退ではないですが，少しさみしい気がし

ました。部長さんに私たちの思いを留めていただいて，部長会で言って

もらえると思っていますので，よろしくお願いします。 
（古川部長）はい，わかりました。 
（林 委員）5 ﾍﾟｰｼﾞの 15 番目の質問で，「図書館運営委員会の委員お皆さん」とあ

りますが，これは間違いですか。 
（大籔館長）すみません，これは誤植で「図書館運営委員会委員の皆さん」と修正さ

せてもらいます。 
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（木村委員）巡回バスの復活は無理でしょうか。バスがほしいという声をよく聞きま

すので，なんとかならないでしょうか。 
（古川部長）市で購入するということは非常に難しいです。ただ，バス込みで巡回サ

ービスを運営してくれるところがあれば，委託業務として可能性は出て

くると思います。 
（木村委員）バスを調達しないといけないですか。 
（古川部長）バスを所有していて，そういう事業を行っている業者であれば，市から

年間いくらで請負ますということです。 
（木村委員）それは初めて聞きましたが，たくさんの方がどうしてバスがないのとい

われます。バスが来ると図書館がきたというイメージがあるようです。

公民館に本があると公民館の物と思いますし，やはりイメージ的にはバ

スのほうが素敵だという印象を持ちます。まだ，今でも全国的にたくさ

ん巡回バスは走っていますし，ディーゼル規制ということもあるかもし

れませんが，今の体制では無理でしょうか。 
（古川部長）業務委託をやるよという業者があれば，少しは考えられるかもしれませ

ん。バスの話で財政に行ったことがありますが，サービス方針の中でバ

ス自体を購入し，運転手を付けてというのは難しいと思います。ただ業

務委託の場合は人が休んだときなどやりやすい面があります。業務委託

だと人が休んでも効率的にできる場合がありますので，そういった業者

がいないか館長に依頼してあります。 
（木村委員）講談社の巡回バスを更新するときに，古いバスを利用してくれるところ

がないかと出ていましたが，これは過ぎてしまったことなので。そうい

うものの利用の方法とか御検討いただけませんでしょうか。 
（大籔館長）バスを使った移動図書館のイメージがかなり強かったと思います。 
（古川部長）あきらめずにいろんな方法を考えていきたいと思います。 
（佐藤委員長）部長が言われるように，民間でできる可能性があるというなら，考え

てみる必要があると思います。子どもよりお年寄りの方に喜ばれると思

います。公民館へバスが来てくれますから。これは本を読むだけでなく，

ふれあいの場になります。お年寄りにとっては生き甲斐の場になります

し，どんどん膨らんでいくと思います。いい面を考えていくとすばらし

いものが出来上がると思います。 
（林 委員）先程，部長が言われた図書館から出て行くということに繋がっていきま

すね。頭を柔軟にしていただいて，いろんな形で考えてほしいと思いま

す。バスの貸出についてもいろいろな手立てがあるかも知れませんので，

みんなで考えてはどうでしょうか。 
（古川部長）サービス方針の詳細をつくるのにまだ期間がありますので，例えば，体

の不自由な方に対してデリバリーサービスがどこまでできるか。いろん

なことを考えていく中で，お金のことも考えなければなりませんが，こ
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れならできるということを考えていきたいと思っています。 
（佐藤委員長）考えればいろんなふうに広がっていくと思います。 後にいい話を聞

かせてもらいました。この他に何か事務局からありますか。なければ第

４回図書館運営委員会を閉会します，長時間の御審議ありがとうござい

ました。 

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


