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■ 平成 29 年度 第１回 新潟市立亀田図書館協議会 

                  日 時：平成 29 年６月７日（水）午前 10 時～  

                  会 場：江南区文化会館 講座室１ 

（司 会） 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 これより、平成 29 年度第１回新潟市立亀田図書館協議会を開催します。 

 本日の進行を務めさせていただきます亀田図書館の吉川でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、資料の確認をさせていただきます。今ほどお配りする形となりましたが、次第と委員名

簿、座席表を机上配付させていただきました。そのほか、事前にお送りさせていただいた資料は

お持ちでしょうか。 

 今回、資料の差し替えがございまして、その確認をさせていただきたいと思います。資料１－

１「平成 28 年度 図書館・地区図書室の蔵書・利用状況」なのですが、平成 28 年度の登録者数

の合計値に誤りがありましたので、差し替えをさせていただきます。資料２－２「平成 29 年度新

潟市立図書館施策・事業評価項目」ということで、「子どもの読書活動を推進する『学・社・民融

合型図書館』」の、全館共通評価項目の中の概要と評価指標例の内容が変わっておりますので、差

し替えさせていただくものでございます。 

 今回の協議会と直接関係しませんけれども、県の図書館協会報を置かせていただきました。 

 それでは、館長の真柄よりご挨拶を申し上げます。 

（館 長） 

 本日はお忙しい中、亀田図書館協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

この４月より亀田図書館長として着任いたしました真柄と申します。初めての館長職で緊張して

おりますが、皆様にご迷惑をおかけしないように頑張ってまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 すでにご承知の委員の方もいらっしゃるかと思うのですけれども、２年前まで３年間ここにお

り、亀田図書館移転の立ち上げからかかわっておりました。この亀田図書館なのですけれども、

江南区文化会館に移転開館してから、この 10 月で５周年を迎えることになりました。たくさんの

方からご利用いただきまして、ありがたく思っておりますが、まだこの亀田図書館の存在をご存

じない方もいらっしゃると感じております。幸い５月 17 日付けの新潟日報で亀田図書館を取り上

げていただき、多少、亀田図書館の認知度も上がったのではないかと思われますが、図書館から

もさまざまな方法を使い、いろいろな情報を発信できたらと考えております。協議会委員の皆様

にもさまざまな形でご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（司 会） 

 続きまして、委嘱状の交付に移らせていただきます。学校の先生の人事異動に伴いまして、昨

年度まで委員をお務めいただきました佐藤宏欣様に代わり、新たに大江山中学校の校長に赴任さ
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れました竹之内佳子様に委員をお願いすることとなりましたので、委嘱状をお渡しいたします。 

（委嘱状交付） 

（司 会） 

 次第には特に記載しておりませんけれども、年度が改まり、新任の委員の方もいらっしゃるこ

とですので、改めまして委員の皆様より一言、自己紹介をお願いしたいと思います。 

（会 長） 

 会長を仰せつかって６年目になります佐藤智子です。よろしくお願いいたします。最終年度と

なりました。図書館とのかかわりは学校や図書館での読み聞かせ、ブックスタートをやっており

ますので、よくお世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。 

（副会長） 

 副会長の遠藤です。よろしくお願いいたします。私は亀田郷土地改良区の、この４月から水利

課というところに異動になりました。田んぼに水を流して、田んぼから水が出たり、また家庭な

どから出た排水を親松排水機場のほうで管理しておりますが、そちらの仕事をしております。今

後ともよろしくお願いいたします。 

（竹之内委員） 

 今年４月に大江山中学校にまいりました竹之内佳子と申します。大江山中学校図書館は蔵書数

が１万 1,000 くらいと聞いています。司書が毎朝、心にとまった新聞記事を四角囲みにして玄関

に掲示したり、図書館だよりを発行したりと、大変活発に図書館運営がなされていると感じてい

ます。ただ、お昼休みなど様子を見てみますと、割と図書館を利用する子どもたちが固定化され

ていて、全生徒が定期的に図書館に通うという状況はないように感じております。私自身はとて

も読書が好きで、またここから勉強させていただきたいと思っています。よろしくお願いいたし

ます。 

（片山委員） 

 大淵小学校の片山恒でございます。今回、２回目の参加ということでよろしくお願いいたしま

す。大淵小学校の図書館は子どもたちへの貸出冊数が大変多いということで、市内でも一、二く

らいだと聞いております。３月に蔵書点検をいたしますが、そのときも、行方不明の本が一冊も

ないということで、すごく誇らしいことだと思っております。私自身、図書館はあまり利用しな

いほうですが、今回からまた一生懸命利用したいと思っております。よろしくお願いいたします。 

（比企委員） 

 皆さんおはようございます。比企裕子と申します。丸山小学校の地域教育コーディネーターを

させていただいております。学校で学びの場として図書館と一緒にやっていけたらと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

（桜井委員） 

 おはようございます。桜井正和と申します。亀田商工会議所青年部から来ております。職業が

瓦屋なもので、図書館にあまり接点や縁がないのですけれども、この会を通じて、いろいろと図

書館のことを知っていければと思っております。よろしくお願いいたします。 
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（村山委員） 

 村山広栄と申します。この会ができてからずっと、自分から手を挙げて委員をやっています。

私は亀田生まれの亀田育ちなのだけれども、中がなくて。亀田へ帰ってきてあまり時間が経って

いないのですが、私の生まれ故郷なので何かしたいということで、本が好きなので委員をやって

きました。いろいろなことを話すのが好きなので、ちんぷんかんぷんなことも言うかもしれませ

んが、よろしくお願いします。 

（垣内委員） 

 垣内とよ子と申します。亀田図書館がここに移ってから、返却のボランティアを募集していた

ので、書架の返却のボランティアに入って、図書館とのかかわりができました。去年から丸山小

学校の絵本の読み聞かせにも６名で入らせいただいております。本は大好きで、図書館で本の紹

介をされているところをよく見て、素敵な本が紹介されているなと思って、私も図書館をよく利

用させていただいているので、何らかの力になりたいと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

（司 会） 

 ありがとうございました。 

 図書館職員から自己紹介させていただきたいと思います。 

 改めまして、吉川と申します。亀田図書館は２年目となります。当図書館職員の中で唯一司書

資格のない事務屋でございます。主に庶務、財務などを担当させていただいております。よろし

くお願いいたします。 

（事務局：小松原） 

 亀田図書館の小松原です。お世話になっております。本年度で３年目になります。主にカウン

ターですとか、図書館の事業などを担当させていただいております。今後ともよろしくお願いい

たします。 

（事務局：松井） 

 私は今年度２年目になります､亀田図書館の松井と申します。司書として採用がされたのが昨年

度ですので、職員としても２年目になり、今年度、事業や展示企画などをやっております。まだ

まだ分からないこともございますが、よろしくお願いいたします。 

（司 会） 

 議事に移ります前に、本日、８名の委員の皆様からご出席いただきました。委員定数の半数を

満たしておりますので、新潟市立図書館協議会運営規則第４条により、会議が成立しております

ことをご報告いたします。 

 また、この会議は公開とし、発言を記録のうえ、後日、公開させていただきますので、ご了承

願います。 

 なお、現時点で傍聴の方が１名いらっしゃいます。 

 それでは、議事に移ります。佐藤会長から進行をよろしくお願いいたします。 

（会 長） 

 次第に従い議事を進めてまいります。ご協力よろしくお願いいたします。 

 「（１）平成 28 年度事業報告について」を事務局から説明をお願いいたします。 
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（館 長） 

 資料１－１（差し替え）をご覧ください。平成 28 年度の図書館・図書室の蔵書、利用状況です。

この表の数値なのですけれども、「速報値」と書いてありますが、こちらは確定版ではございませ

んので、あらかじめご了承ください。江南区のところを太い線の枠で囲み、示してありますけど

も、亀田図書館はおかげさまで、貸出冊数、貸出人数とも、新潟市の図書館の中で３番目となっ

ております。たくさんの皆様にご利用いただきまして、感謝しております。 

 次に、資料１－２をご覧ください。平成 28 年度に実施した亀田図書館の事業報告です。表題の

下にあります「新潟市立図書館ビジョン」につきまして、簡単に説明させていただきます。新潟

市図書館ビジョンは平成 22 年３月に策定され、現在、後期施策・事業計画の３年目に入っており

ます。亀田図書館の事業は、このビジョンにある「新潟市の目指す図書館像」に沿って企画・実

施しております。この３月に開催いたしました協議会の中で、１月末までのものをお示ししまし

たが、今回は暫定的なものではあるのですけれども、２月以降、３月までの数値等を足したもの

に下線を引いてお示ししてあります。ここでは主に、下線部分についてご説明させていただきま

す。 

 まず、資料１ページ目の「Ⅰ 実施事業」の２の「おはなしのじかん」の★を説明させていた

だきます。10 月からスタンプカード導入ということですが、そのスタンプカードというのが、こ

ちらのカードです。昨年 10 月より定例のおはなしのじかん、春と秋のスペシャルを問わず、参加

していただいたお子さんに、このスタンプカードを配布しまして、１回参加ごとにスタンプを一

つ押します。スタンプが五つたまると、絵本を持った参加者をデジカメで撮影し、図書館で作成

したフレームにパソコンを使って貼りつけ、カラー印刷をしてお渡しするという特典をつけてお

ります。おおむね皆様に喜んでいただけているようです。 

 次に４ページをお開きください。「Ⅱ その他の取り組み」のご説明をいたします。「１ ブッ

クスタート事業」の「（２）実績」をご覧ください。最終的に江南区内で 21 回実施いたしまして、

対象者が 567 名のところ 536 名のお子様に実施することができました。また、ブックスタート事

業はブックスタートボランティアの皆様のご協力をいただいておりますが、延べ 81 名のブックス

タートボランティアの方にご協力をいただきました。大変感謝しております。 

 次に、「２ 赤ちゃんタイム」をご覧ください。赤ちゃんタイムは、概要にありますとおり、小

さなお子さんが騒がしくなっても、この時間帯は大丈夫ですよと、子育て世代の皆様に呼びかけ

て、気兼ねなく図書館をご利用いただけるものです。その中で、赤ちゃんタイムおはなしのじか

んを読み聞かせボランティアの方々の協力をいただきながら、22 回実施しまして、延べ 221 名の

方に参加いただきました。 

 次に５ページをご覧ください。「３ 資料展示」です。亀田図書館では季節や時事などにあわせ、

一般向け、児童向けにそれぞれ資料の展示を行っております。平成 28 年度は、（２）にあります

テーマで展示を行いまして、下期は 494 点の図書を展示し、延べ 930 回の貸出がされております。 

 次に、「４ 子育て支援コーナー」をご覧ください。亀田図書館では平成 26 年度より、子ども

図書室内に、概要に書いてありますとおり、このコーナーを設置させていただきました。平成 28

年度には設置スペースを拡充しまして、子育て世代の利用者にご活用いただいております。 

 次に、６ページの「５ 視察・施設見学、職場体験学習等の受け入れ」と、「６ 学校等の読書
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活動への協力」、７ページの「８ 職員研修」、「９ 広報」につきましては、記載されているとお

りとなっております。 

 次に、７ページの「10 その他」にある、「（１）うちどく 読書ノート配布」について説明い

たします。これは全館で実施している事業で、こちらにノートの現物があるのですけれども、子

どもたちが自分で読んだ本の名前、おもしろかったかどうかなど、簡単な感想が書ける、大きな

お子様向けのものと、カードになっているもので、本を１冊読んだら１個好きな色を塗っていた

だくというものがございます。亀田図書館では平成 28 年度、この両方を合わせ 391 冊配布させて

いただきました。このノートが終了いたしますと、こちらのるーぽんシールという、ほんぽーと

のこどもとしょかんのシンボルキャラクターのシールを差し上げているのですけれども、これを

112 枚手渡しすることができました。こちらの読書ノートもおおむね好評いただいているようで

す。 

 資料１－３「図書館ビジョン評価指標 亀田図書館 平成 28 年度実績及び平成 29 年度目標」

につきましてご説明させていただきます。平成 28 年度の数値につきましても確定値ではありませ

んので、ご了承いただきたいと思います。図書館運営につきましては、こちらへ移転開館してか

ら、全体的に増加傾向で推移しておりましたが、ここにきて少し落ち着いてきたのではないかと

感じております。 

 次に、その下の施策・事業（各図書館）についてご説明いたします。平成 28 年度の目標をおお

むね達成することができましたが、個人予約件数と、子ども読書推進にかかわる公民館との連携・

協力事業数につきましては、若干、目標値より少ない数値となりました。個人予約件数につきま

しては、平成 27 年度に図書館業務システムが新しくなりまして、それに伴い、図書館のホームペ

ージにスマートフォン版ができ、手軽にインターネットから予約できるようになったこともあり、

平成 26 年度に比べ予約件数が大きく増加いたしました。平成 28 年度も増加を見越しまして、多

めに設定させていただいたのですけれども、こちらが思うほどではなかったようです。ただ、平

成 27 年度に比べ、多少増加しておりますので、こちらもこれから推移を見ていきたいと思ってお

ります。また、公民館等との連携事業数につきましては、３件を目標値として挙げさせていただ

いたのですけれども、実際は俳句作品展の１件のみという結果になっております。こちらも平成

29 年度の数値を合わせて考えていかなければいけないと考えております。 

 今年度の目標値につきましては、全体的に平成 28 年度の実績を踏襲したものです。１年間、さ

まざまな角度から亀田図書館の利用の促進を働きかけ、目標を達成できるよう努めてまいりたい

と思います。 

 次ページには、亀田図書館と江南区内の四つの地区図書室別の内訳をお示ししてあります。な

お、地区図書室では視聴覚資料は取り扱っておりませんので、ご承知置きください。 

 次に、資料１－４「市民から寄せられた声」につきましては、ご覧いただいたとおりです。今

後も、いただいた声に耳を傾けながら、図書館運営に生かしていきたいと考えております。 

（会 長） 

 ありがとうございました。 

 今、いただきました説明に質問やご意見がありましたら、挙手をお願いいたします。 

 意見がないようですので、次の議題に移らせていただきます。 
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 次に、「（２）平成 29 年度運営方針・事業計画について」を事務局から説明をお願いいたします。 

（館 長） 

 資料２－１「平成 29 年度亀田図書館運営方針及び事業計画」についてご説明いたします。亀田

図書館の運営方針及び事業計画は、表題の下にあります図書館ビジョンに掲げられた新潟市立図

書館運営の理念に基づいております。１の「運営方針」につきましては、平成 28 年度の事業報告

の際にふれさせていただきましたが、四つの「目指す図書館像」を柱に組み立てております。１

から４につきましては、３月の協議会の際にお示しした内容と変わりはございません。ただ、５

の「効率的・効果的な運営を目指して」につきましては、内容をお示ししていませんでしたので、

ふれさせていただきます。「『もっと身近な図書サービス』に向けた取り組みの実施」につきまし

ては、昨年度の協議会でお示ししたとおり、新しい団体貸出制度と予約本受取りサービスにつき

まして、新潟市立図書館全体で、現在、実施に向けて動いているところでございます。また、そ

の次の「職員研修の実施・参加及び広報の充実」につきましては、さらなる職員のスキルアップ

を図るとともに、さまざまな機会をとらえて、亀田図書館の周知を図ってまいります。 

 次に、「Ⅱ 事業計画について」をご説明させていただきます。こちらにつきましても、すでに

３月の協議会で一度お示ししておりますので、簡単に説明させていただきます。 

 ２の「こどもの読書週間事業」の「ボランティアによるおはなしのじかんスペシャル」を四つ

の団体の方々に協力いただき、すでに実施することができております。 

 次に、「３ アスパークまつり」につきましては、この６月４日に行われ、ここで開催しました

おはなしのじかんスペシャルにもたくさんの方からご参加いただきました。また、オリジナルし

おりプレゼントにつきましても、400 枚用意したのですが、すべてお渡しすることができました

ので、ご報告いたします。 

 次に、「４ 夏休み事業」につきましては、「体験しよう！図書館のしごと」のほかに、「多言語

絵本の読み聞かせ」を７月に実施することになりました。ただ、この事業名なのですけれども、

その後変更になりまして、「外国語の絵本の読み聞かせ」で実施させていただきますので、ご承知

置きください。 

 次に、「５ 秋の読書週間事業」につきましては、表の一般の３番目にあります「読書週間関連

行事」の内容がまだ決定しておりませんが、現在のところ、江南区の歴史に関する講演会ができ

ればと考えております。こちらも決まり次第、ご報告させていただければと思います。 

 次に、「６ その他の事業」につきましては、表の３番目のところにあります「江南区読み聞か

せボランティア交流会」を秋ごろに開催する予定です。今まで、新潟市の図書館で活動している

ボランティア団体全体の交流会は、中央図書館で毎年１回実施していたのですけれども、今年度

初めて、亀田図書館で活動してくださっている読み聞かせのボランティア団体について、情報や

意見交換ができる場を設けさせていただきます。 

 次に、「Ⅱ－２ その他の取り組み」につきましては、お示ししたとおりになっております。 

 次に、資料２－２（差し替え）と書いてありますが、「平成 29 年度新潟市立図書館施策・事業

評価項目」をご覧ください。区分としましては、先ほどから何度かお話ししておりますが、四つ

の「目指す図書館像」のそれぞれの施策・事業で構成されております。施策・事業名の上段にあ

るものが全館共通の項目で、下段は亀田図書館が重点的に取り組む項目となっております。ここ
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では、亀田図書館の取り組みについて説明させていただきます。最初に、「ネットワークを活かし

た『課題解決型図書館』」では、新潟ＩＰＣ財団や新潟県行政書士会など、関係機関、団体等の協

力をいただきながら事業を実施し、関連した企画展示を行うことにより、生活課題の解決を支援

してきたいと考えております。ちなみ、新潟ＩＰＣ財団はビジネスセミナーのほうでご協力いた

だきますし、新潟県行政書士会は行政書士無料相談会でご協力いただくことになっております。 

 次に、「特色ある地域づくりに寄与する『分権型図書館』」では、複合施設の利点を生かしまし

て、公民館や郷土資料館と連携しながら、江南区に関する事業を実施できればと考えております。

すでに公民館、郷土資料館とも打ち合わせをし始めておりますが、こちらも決まりましたら、後

ほどご報告させていただきたいと思います。 

 次に、「子どもの読書活動を推進する『学・社・民融合型図書館』」では、「おはなしのじかん」

など、子どもや親子対象の事業を実施するほか、「赤ちゃんタイム」の実施や、学校や保育園・幼

稚園などの絵本の読み聞かせに関する事業への講師派遣などを実施いたします。 

 次に、「市民参画と協働を推進する『パートナーシップ型図書館』」では、商工会議所や区の産

業振興課などと協力しながら、さまざまな事業を実施できればと考えております。 

 次に、資料２－３「平成 29 年度亀田図書館当初予算」につきましては、吉川からご説明いたし

ます。 

（事務局：吉川） 

 亀田図書館の当初予算につきまして、前回３月の協議会でお示ししたものと内容は同じで、「案」

がとれただけのものでございます。改めて、ポイントをかいつまんで説明させていただきたいと

思います。 

 ２の歳出ですけれども、平成 29 年度の合計額が 1,610 万 3,000 円でございます。これが亀田図

書館の予算規模でございます。上から４段目の資料購入費が 988 万 5,000 円ということで、予算

総額の６割程度を占めている状況です。その三つ下に管理費がございます。図書館の管理運営に

関する経費は 584 万 6,000 円と、こちらも予算の大きな部分を占めているということでございま

す。最後に、一番上の事業費でございますが、各種事業実施や広報などの経費ですが、37 万 2,000

円という予算の中でやり繰りし、創意工夫しながら執行していくという予算構成となっておりま

す。 

 前年度比といたしましては、歳出の表の一番下でございますけれども、294 万 5,000 円の減額、

率にして 15.5 パーセントの減となっております。これにつきましては、上から４段目の資料購入

費が 285 万 4,000 円の減となっているのが大きいものでございます。この資料の一番下に注記が

ございます。亀田図書館は平成 28 年度までの５か年、開館に伴う蔵書確保のため、資料購入費は

特別に措置されていたというものが、平成 29 年度になくなったため、大幅な減となっています。 

 以上が、亀田図書館の当初予算の構成でございます。 

 続いて、下に「参考」と書いた表がございますが、新潟市立図書館全体での資料購入費の状況

でございます。一番上の行、新潟市全体でございますけれども、右の備考欄を見ていただきます

と前年度比 7.5 パーセント減となっています。平成 28 年度当初は平成 27 年度に比べて 17.2 パー

セントの減ということで、大きな落ち込みがあり、それに比べると落ち着きましたけれども、市

の予算全体もそうなのですが、年々減少傾向にあることに変わりはないということでございます。 



- 8 - 

 江南区は全市における比率が今年度 7.5 パーセントということで、特別措置がなくなりました

ので、今後はこうした比率で推移していく見込でございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、平成 29 年度亀田図書館当初予算の概要説明を終わります。 

（会 長） 

 ここまでの間でご質問、ご意見はありますでしょうか。 

 資料２－１の新潟市立図書館運営の理念のところなのですが、「支える」の次に「,」がありま

す。平成 28 年度はなかったのですが、変わったのでしょうか。 

（事務局） 

 どちらかが誤りです。図書館ビジョンに掲げている理念を抜き出したものですので。 

（会 長） 

 理念はずっと変わらずということで。 

（事務局） 

 変わっておりません。 

（竹之内委員） 

 資料２－１の１ページの運営方針の「３ 子どもの読書活動を推進する『学・社・民融合型図

書館』」とありますが、この「子ども」というのはだれを指しているのかと思いました。と申しま

すのは、２ページ、３ページ目の対象が、子どもに関してはすべて児童となっています。しかし、

例えば４番の「夏休み事業」の「体験しよう！図書館のしごと」等に関しては、昨年は中学生が

職場体験をしていることもあって、おそらく児童だけではなく生徒も対象にしたほうがいいので

はないかと考えるのですが、そこら辺はいかがでしょうか。 

（館 長） 

 「体験しよう！図書館のしごと」は、なかなか公共図書館の体験ができない小学生向けのもの

でして、職場体験はまた別に中学校から要請がありましたら受け入れしております。 

（竹之内委員） 

 そうすると、「子ども」というのは、小学生のみと考えてよろしいでしょうか。 

（館 長） 

 秋の読書週間事業で中学生の俳句作品展というものもあるのですけれども、作品は中学生の方

から募集し、それを展示し、一般・児童どなたでも作品展をご覧いただけるということで、一般

に含めております。図書館で児童、子どもといいますと、中学生までを対象としております。な

かなか中学生向けの事業ができていないのが現状ですけれども、一応、含めてはあります。 

（竹之内委員） 

 整理させてください。１ページ目の運営方針の３の「子ども」というのは、小中学生を対象と

していると。ただし、２ページ、３ページの事業に関しては対象に児童と入っているものは、児

童のみが対象で生徒は入らないということでよろしいでしょうか。 

（館 長） 

 対象年齢が、特に「おはなしのじかん」などは乳幼児向けのものが多いですので、小学生の方

に参加いただいてもかまわないのですけれども、対象年齢が低いものになっております。 

（竹之内委員） 
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 そうすると、２ページの事業計画の２の「こどもの読書週間事業」の「こどもの」となると、

これは生徒も入るのですよね。 

（館 長） 

 そうですね。上の「この本 だいすき！」という事業があるのですけれども、こちらは、自分

のおすすめしたい本、好きな本を付せんに書いていただいて、図書館の中に掲示できるコーナー

があるのですけれども、そこに貼っていただいて、皆さんに見ていただくという内容になってお

りますので、中学生の方もこちらに参加していただけます。 

（竹之内委員） 

 そうすると、対象のところの「児童」を「生徒」としていただくといいのではないかと思いま

す。 

（館 長） 

 ありがとうございます。こちらは検討させていただきます。 

（会 長） 

 ほかにご意見はありますでしょうか。 

 次に、「（３）『もっと身近な図書サービス』に向けた改善について」を事務局から説明をお願い

いたします。 

（館 長） 

 資料３「『もっと身近な図書サービス』に向けた改善について」、ご報告をさせていただきます。

３月 29 日に開催いたしました新潟市立図書館協議会正副会長会議では、３月の各図書館協議会で

のご意見のご報告をいただき、その後、正副会長の皆様からさらにご意見をいただきました。１、

各図書館協議会での意見としましては、①団体貸出の拡大についての主な意見として、「こういう

制度によってさまざまな場所で利用しやすくなることはよいこと」など、おおむね賛成という意

見が多かったです。また、工夫を求める意見として「仕組みは素晴らしいのだが、その場でしか

読めないのでもったいない。又貸しを想定した運用を考えてほしい」という意見などがありまし

た。 

 次に、②予約本受取サービスの実施についての主な意見として、「住民に周知を図ればうまくい

く可能性はある。図書館の本を連絡所などで受け取ることができれば便利になる」と評価する意

見のほか、工夫を求める意見として「電話やネットで予約して、受取り場所が連絡所になるとい

うだけでよいと思う」、「どういう本が借りられるのかを利用者に分かるようにすることが課題」

という意見などをいただきました。 

 次に、③地区図書室資源の有効活用についての主な意見としまして、「地区図書室の廃止や見直

しについては、地域の理解を得て進めてほしい」、「地区図書室を地域に任せることは考えている

のか。いろいろなところとの連携を考えてみてはいかがか。横のつながりも考えて実施したほう

がよい」など慎重に進めてほしいという意見がありました。 

 次に、各正副会長からの意見としましては、「実施する側も利用されるほうも、使いやすいやり

方が必要」、「団体貸出では又貸しも含めた利便性の確保が必要である」、「地域団体、行政内外と

の連携をよく考えて仕組みを作ってほしい」、「地区図書室の活用等については、地域などの実態

をよく把握したうえで進めてほしい」、「これまでの発想を転換して、新たな考え方も取り入れて
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ほしい」、「いろいろ進めていく中では、アフターケアも考えてほしい」という意見をいただきま

した。 

 このような意見を踏まえ準備しまして、平成 29 年度、モデル実施を行い、その結果を踏まえ、

平成 30 年度にどのようなことができるのか、どこまでできるのかを皆様に報告しながら考えてい

きたいということで、正副会長会議は終了いたしました。 

 今後の予定といたしましては、平成 29 年 10 月から予約本受取サービスを５か所の図書室、北

区の南浜、東区の大形、江南区の両川、西区の赤塚、中野小屋地区図書室におきまして試行的に

実施する予定です。新たな団体貸出制度につきましても 10 月から実施する予定です。実施にあた

りましてはコミュニティ協議会をはじめ地域住民の方に丁寧な説明を行いながら実施する予定で

す。以上のような予定で、現在、準備を進めているところです。 

（会 長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明に質問や意見がありましたら、挙手をお願いいたします。 

 竹之内委員、これは前年度からの継続なので、この報告だけでお分かりでしょうか。前年度の

３月の協議会で地区図書室について皆さんからご意見を頂戴して、さらに正副会長が出席して、

市全体で話し合いが持たれたということの報告なので、その内容がこの文面だけでは分からない

のではないかと思いました。 

 だいたい分かりますか。 

（竹之内委員） 

 はい。 

（垣内委員） 

 今後の予定の②で、新たな団体貸出制度とあるのですけれども、どのような方法を考えていら

っしゃるのでしょうか。 

（事務局） 

 新たな団体貸出制度につきましては、地区図書室の本の一部を活用し、それをジャンル別に大

まかに何種類かに分類して、一つのボックスを準備しようと思っております。ジャンルがたくさ

んありますので、今のところ一つのジャンルにつき 25 冊ずつ５箱、合計８ジャンル用意すること

を考えております。それを使って貸出を希望される団体に、まずボックスで貸出することを考え

ておりまして、それが一番大きなものとなっております。それ以外に従来の団体貸出のサービス

も継続する予定にしておりまして、団体の方が図書館に直接来館されて、本棚から本を選ばれて

帰られるというものも継続します。最後に、司書が団体の方の要望を受けまして、オーダーメイ

ドで本棚から本をセレクトして準備するというものも考えておりまして、３本立てのサービスを

考えております。 

（副会長） 

 五つの地区図書室で試行するということですけれども、そこの本から選ぶということですか。

市内全体の地区図書室の本を利用するのか、それとも今の五つの、新しくスタートする、試験的

に行う図書室の本を貸し出すということなのですか。 

（事務局） 
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 まず、五つの地区図書室の本がベースになるのですけれども、それでも足りない部分がござい

ますので、ほかにも、舟江図書館が移転しまして、若干、蔵書数が少なくなっておりますので、

その旧蔵書を活用したり、白根図書館で、廃止したブックモービルの本がございますので、そう

いったものを活用したりということで、地区図書室だけで足りない部分に関しては、図書館の蔵

書も一部プラスした活用を考えております。 

（副会長） 

 分かりました。 

（会 長） 

 地区図書室というのは、バーコードが別のものだったり、ないところもありますよね。そうす

ると、団体の箱というものの中に、地区図書室の本を入れるということは、１冊ずつには名札が

ない本もあるということですか。 

（事務局） 

 現状ですと、地区図書室の蔵書管理は、データ上、同じシステムの中でやっております。地区

図書室の本につきましても、横越は少し違うのですけれども、図書館と同じバーコードが貼って

ありまして、それで蔵書管理を行っております。 

（会 長） 

 行方不明本を探すのにもバーコードがついているということなのですね。分かりました。 

 ボックスを作るという説明がありました。ボックスの中に 25 冊が、決まった蔵書が入っている

わけですよね。それを、全市的に団体向けにＰＲして、団体が借りたいと言うと、例えば江南区

から北区の団体へ貸し出したり、逆があったりという感じで行ったり来たりするのですね。 

（事務局） 

 説明が不足して申し訳なかったのですけれども、ボックスに関しましては中央図書館で一括し

て集積することとしまして、そこから各団体に提供する形を考えております。ボックスにつきま

しても、今後も随時状況を見て追加して、数を増やしていきます。 

（会 長） 

 ボックスのリストが挙がっていないと、何を借りていいか分からないということですよね。追

加されると、リストがどんどん増えていくという感じですか。 

（事務局） 

 随時、増えていくという形です。 

（会 長） 

 地区図書室から、今まで眠っていた本が活用され動くことになるのはいいと思うのですけれど

も、地区図書室の本が減った場合、逆に箱がきて、地区図書室も新しい本が増えると。借りにい

ったら、新しい別な本が入るということですか。 

（館 長） 

 それにつきましては、今後、どのような形にしてくのかというのは検討段階ですので、決まり

ましたらお示ししたいと思います。 

（村山委員） 

 今の件なのですけれども、団体の定義を教えてください。団体というのはどういうことなので
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すか。個人的でもいいのですか。二人集まれば団体になるのですか。団体というのはどういうこ

となのでしょうか。定義が決まっているのですか。 

（館 長） 

 団体に関しましては、こちらで想定しているのは、学校、幼稚園・保育園、社会教育関係の団

体、福祉関係の団体など。その他、江南区の場合は自治会に登録いただいて貸出しているケース

もございます。 

（村山委員） 

 何か証明書がいるのですか。 

（館 長） 

 団体の住所の確認をさせていただければ、登録はできます。今後新しい制度では、対象の団体

の範囲をもう少し広げていこうと考えているところですが、検討中ですので、申し訳ないのです

が今は具体的なお話ができない状態です。 

（会 長） 

 ほかにご意見はありませんでしょうか。 

 皆様のご意見が出そろったようなので、これで議事はすべて終了いたしました。委員の皆様、

ご協力ありがとうございました。 

 進行を事務局にお返しいたします。 

（司 会） 

 ありがとうございました。 

 次第「５ その他」ということで、事務連絡をさせていただきたいと思います。次回の会議に

ついてですが、今までこの協議会は初回を７月ころに行いまして、２回目を３月ころに行うとい

うサイクルできたのですが、今年度、初回を６月にさせていただきました。次回を 10 月から 11

月ころで考えています。年間２回という限られた回の中で、委員の皆様のご意見をなるべく施策

に反映しやすいあり方を市立図書館全体で考えておりまして、会議開催時期の見直しを考えてお

ります。10 月から 11 月ころを予定しておりますので、時期が決まりましたら日程調整をさせて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（館 長） 

 それでは、第１回亀田図書館協議会を終了させていただきます。本日は貴重なお時間をいただ

きまして、どうもありがとうございました。いただきましたご意見に関しましては、今後の図書

館運営の参考とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 


