
 - 1 -

平成２８年度 第２回 新潟市立新津図書館協議会 会議録 

                  日 時：平成２９年３月８日（木）午前１０時～  

                  会 場：新津図書館 研修室 

開催概要 

○ 名称  平成２８年度 第２回 新潟市立新津図書館協議会 

○ 日時  平成２９年３月８日（木）午前１０時～１２時 

○ 場所  新潟市立新津図書館 ２階 研修室１・２ 

○ 出席者  

    〈委員〉井浦委員 伊藤委員 小竹委員 東村委員 村瀬委員 渡部委員 

        （欠席）大瀬委員 町田委員 

    〈事務局〉石田館長 高橋主任 簑和主査 三村主事 

    〈傍聴者〉０名 

次 第 

  １ 開会

２ 館長あいさつ

３ 会長あいさつ

４ 議事

   （１）平成２８年度 新津図書館事業報告・利用状況等について

   （２）年度別決算・予算額の状況        

（３）「図書館へのたより」・市民からの意見等について 

（４）平成２９年度事業計画（案）について   

  （５）「もっと身近な図書サービス」に向けた改善（案）について

   ５ 閉会
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１ 開会

２ 館長あいさつ

（館 長） 

 皆様、本日はお忙しい中、また、突然の雪といいますか、三寒四温でこれから温かくはな

っていくのでしょうけれども、なごり雪が降ったところを本当にありがとうございます。日

ごろより図書館活動へのご理解とご協力を賜りまして、重ねて御礼申し上げます。お陰様で

今年度は各種講座、ブックスタートボランティア講座等の主催事業、クリスマス会等のボラ

ンティアの皆さんとの共催事業も盛況のうちに終えることができました。 

 また、村瀬委員のご指導のもと、新潟薬科大学の学生の皆さんが、図書館に来てください

まして、ゲームを通して図書館に親しんでもらうことができました。ありがとうございます。 

 利用が落ち込んでしまう大学生の世代に向けて、図書館をピーアールできたというのは、

当方にとってもよいことでした。また図書館を利用するきっかけになったと思いますので、

ありがたいことだと思っております。 

 第 1 回目の協議会の時に、皆さんから図書館評価をしていただきましたが、その後集約い

たしまして，新潟市立図書館のホームページに結果を公表してございますので、ご覧いただ

ける方にはご覧いただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。ホームページの

図書館の方針、図書館ビジョン後期で公開しています。 

 また、第１回目の協議会でいただいたご意見を基に、こどもとしょかんの椅子に毛糸の靴

下はかせました。最初、既成の図書館用品を売っているところのゴムのものを貼ったのです

けれども、あれでも音がするということが分かりました。そうしましたら、うちの職員が毛

糸の靴下を見つけてきました。椅子用です。デザインもかわいいし、子どもの椅子に合って

いるし、引いても音がしないということで、お母さんたちからご好評をいただきました。 

 それから、図書館シアターの際には、チラシに座布団などの持参を呼び掛けましたところ、

お持ちくださる方がけっこういらっしゃいまして、くつろいでくださっているようです。ま

た、今年度、今皆さんのお尻の下に座布団を敷かせていただきましたけれども、購入するこ

とができましたので、これで少しは快適にご覧いただけるようになるのではないかと思って

おります。 

 また、シアターの平日開催は変わらないのですけれども、今年度、日曜日に１回、試験的

に公開してみました。職員は確かにきついのですけれども、やってやれないこともないなと

いう感じでございましたので、新年度は開催日を増やそうかと、今、担当と話し合っている

ところです。 

 今年度第 2 回目の協議会となりますが、再び皆様から忌憚のないご意見を賜り、今後の図
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書館運営に臨んでまいりたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

３ 会長あいさつ

（司 会） 

 続きまして、会長からごあいさついただければと思います。よろしくお願いします。 

（会 長） 

 皆さんこんにちは。会長を務めております東村でございます。会長としては今日の協議会

のあいさつが最後になるということで、自分の任期も分からず、今年度で終わるらしいとい

う話を聞きまして、そうなんだと。そんな会長で申し訳ございません。 

 なごり雪という話がありましたが、今日、この図書館を日ごろ使っている中学３年生が、

公立高校の入試の２日目ということで、きっと雪の中、大変な思いをして行ったのかなと思

うと、なんとなくかわいそうだったなという気もしますが、新潟ですから、そういったこと

にも負けずに、前を向いてほしいと願わずにはいられません。１日で終わらないのでかわい

そうですね。１日でやった、終わったというのができないのだなという時代の流れとともに、

入試についても変わってきているのだなと思います。 

 図書館も時代の流れとともに変わってくる部分もあるでしょうし、感じることも変わって

くると思いますので、そういったことに遅れをとらないように、情報をキャッチしていろい

ろな面で改善できるところから改善していくべきなのだろうなと思っています。 

 今日はいろいろと皆さんにお諮りすることですとか、ご説明をすることがありまして、お

およそ 2時間くらいの会議になるかと思いますが、どうぞご協力をいただければと思います。 

ひとつだけ、私と館長の胸元にバッチがついておりましてですね、これは、今、ちまたで

噂の「ボケモンバッチ」というものなのですけれども、ポケモンになぞらえて、秋葉区の魅

力の一つであるボケの花が、小須戸地域を中心にありますが、日本ボケ展というのが今、開

催中でして、第 40 回記念だそうです。ボケの日本の協会が、秋葉区にあるということが意

外と知られていなかったりするので、宣伝でございましたけれれども、いろいろの魅力を、

また図書館からも、ボケ展がやっているときは、ボケの図書を前面に出してみようかとか。

そんな読む人がいるのかどうか分かりませんけども。ボケも奥深いらしいので、そういった

ものを季節ごとに地域の活動とともに動いていってもいいのかなという感じで、宣伝も含め

てご紹介させていただきました。 

 今日はよろしくお願いします。 
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４ 議 事

（司 会） 

 ありがとうございました。 

 それでは議事に移ります前に、本日は、町田副会長と大瀬委員から欠席の連絡をいただい

ております。本日６名の委員の皆様からご出席いただきまして、委員定数の半数以上となっ

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、会議は公開とし、発言を記録の上、後日公開とさせていただきますので、ご了承願

います。なお、現時点で傍聴者はありません。 

 それでは議事に移りたいと思います。ここからは東村会長、よろしくお願いいたします。 

（１）平成２８年度 新津図書館事業報告・利用状況等について

（会 長） 

 それでは、皆様のお手元にあります次第に沿って進めていきたいと思います。先ほどもお

話させていただきましたが、2 時間ほどの目安でいきたいと思っておりますので、ご協力お

願いします。 

 議事の 1 項目目、「平成 28 年度新津図書館事業報告・利用状況等について」ということ

で、事務局から説明をお願いします。 

（事務局：高橋） 

 資料№1 です。平成 28 年度新津図書館事業報告です。今年の 1 月末までの数字となって

おります。時間に限りがありますので、主なところだけ報告させていただきます。 

 児童対象の事業なのですが、（1）が事業となっておりまして、職員、ボランティアによ

るおはなしのじかんの報告となっております。③のその他の事業として、視聴覚ライブラリ

ーのほうで開催しております、子ども映写会ですね。春休み・夏休み・冬休みと 3 回、子ど

も映写会を行っております。また、例年どおりクリスマス会や手作りカードの事業なども開

催しております。 

 2 枚目ですが、大きい 2 番の一般対象の事業になります。こちらも一般対象の事業、今年

度は 4月から 6月まで、行政書士無料相談会を月に 1回、各日 2名の定員ということで行い

ました。また、絵本作家の正道かほるさんからも来ていただきまして講演会を行いました。

また、秋には、新津図書館で読み聞かせボランティア講座全 5回ということで開催して、延

べ人数 69 人の参加をいただきました。 

 また、同じく 11 月に読書週間事業として「わたしの一冊」や、読書ノートの配付なども
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行いました。視聴覚ライブラリーの事業としては、図書館シアターとして、毎月第 3火曜日

に、行いました。また、いただいたご意見からも、12 月の時には日曜日に特別映写会とい

うことで行いました。 

 また、その下の（2）の施設見学のところですが、館長が先ほど申し上げたとおり、新潟

薬科大学の学生さんから来ていただいて、図書館活用ゲーミフィケーションとして、リアル

脱出ゲームを図書館を舞台にして行うことができました。 

（事務局：三村） 

 引き継ぎまして、№3 の視聴覚ライブラリー事業報告をご説明させていただきます。 

 機材・教材の貸し出しでございますが、平成 28 年度につきましては、1 月までの数でご

ざいます。平成 27 年度、26 年度は 3 月までの年度版でございます。平成 28 年の 1 月まで

で、2,235 件でございますが 3 月 7 日現在の総数を見てみますと、2,580 件、内訳としまし

ては、機材関係が 940 件です。教材が 1,640 件です。毎年機材の利用はだんだん増えていき

ますけども、ソフトが、最近学校の利用が少し落ち込んできております。教材の利用は年々

右肩下がりで減ってきております。 

 簡単でございますが、機材・教材の関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

（事務局：高橋） 

 資料№2 の平成 28 年度秋葉区図書館・図書室の利用統計について簡単にご説明させてい

ただきます。上のほうが新津図書館と秋葉区の地区図書室の統計となっております。前年度

との比較表となっています。新津図書館は貸出人数、貸出冊数ともに微減。予約件数だけが

微増となっております。登録件数も微減となっております。 

 荻川地区図書室のほうが、全ての数値、前年度比上がっておりますが、こちらは、昨年平

成 27 年度 11 月から 3 月まで、工事のためお休みだったために、その分の統計数字が入って

おりませんので、今年度多くなっております。数字としては多くなっておりますが、そうい

った休館が理由です。 

 また、いちばん右の小須戸地区図書室ですが、登録件数を抜かして全ての数値において増

えております。特に予約件数は、70 パーセント近くの増となっております。こちらの原因

としましては、今年度の 8月末から、小須戸地区図書室のみなのですが、メールでの予約の

受付を開始いたしました。オンラインではありませんので、新津図書館やほかの荻川・金津

の地区図書室と同じように、パソコン上で、ホームページから予約するということはできま

せんが、リクエストと同じような形で、本のタイトルやお客様の情報を入れていただいて、

メールを受け付けするという形になっております。それが引き金となって、来室する方が非
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常に多くなり、借りて、またその時に予約するという循環というのでしょうか、サイクルが

できているのかなと思っております。予約数が増えております。登録件数がだいぶ減っては

いますが、こちらは平成 27 年の 4 月に改めて、初めから登録者数を登録しなおしていただ

いたので、その分、平成 27 年の数字が多くなっております。今年になってだいぶ落ち着い

てきたというふうになっております。 

 下のほうは、参考として、中央図書館や各区の中心館の数値を入れさせていただきました。

こちらもほとんどの館が、貸出人数、貸出冊数が微減、予約件数だけ若干増えているという

状況になっております。予約のほうは、今、いろんな世代の方々がインターネットやスマホ

や携帯から予約をするということが、定着してきたのかなと思っております。以上となりま

す。 

（会 長） 

 ありがとうございます。資料№1 から 3 番までの説明をいただきましたけれども、今の事

務局の説明につきましてご意見ですとかご質問ある方は挙手にてお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。全体のことで大丈夫です。1、2、3どれでも大丈夫ですので。 

（村瀬委員） 

 資料 1 のところになりますが、前回の協議会に参加させていただいた時も少し出たお話だ

ったのかもしれないですが、読み聞かせボランティアが不足しているというようなことを伺

っていて、今回、延べ 69 名が参加されたと、資料 1 の 2 枚目のところですね。そういうご

説明をいただきましたが、これ、5 回で、延べ 69 ということは、１回 14 名くらいになって

いるということで、この数は、このくらい来たら十分多いものなのか、それともこの数でも

少ないということで、もっと増やしたいというようなことで課題になっているのか、このへ

んのこの数字というのはどのようなものなのでしょうか。 

（事務局：高橋） 

 5 日間での延べ人数ですので、1 回の講座で 15 人定員のところ、15 人の申込みがぴった

りあったのですが、お二人の方から途中で行けないということで、13 人でした。それで受

けていただいたのですが、実際に全て講座を受けていただいて、最後に交流会といって既存

のボランティアグループの方々と交流会を行って、実際に活動していきたいという方にご紹

介はしたのですが、グループに入ってとか、あるいは新しくグループを作って活動をしたい

という方が、残念ながらいらっしゃらなかったという状況になっております。お一人の方だ

けが、新津図書館で、お一人で職員と一緒に読み聞かせの当番に入っていただくことには決

まったのですが、グループや、新しいグループを作って活動を続けていくというまでには至

らなかったという状況があります。 



 - 7 -

 こちらは、講座後のフォローというのでしょうか、そういったことに力を入れなければい

けないのかなというのは課題となっています。 

（会 長） 

 本当に養成講座を受けたいというか、やってみたいというだけにとどまってしまったとい

う。その先につながっていないということなのですね、現状的にはね。 

（事務局：髙橋） 

 そうですね。皆さん、勉強熱心です。 

（会 長） 

 村瀬委員にもご出席いただいた、市の全体の協議会でも、確かにそういう話が出ていて、

どうやったら新しい仲間を入れられるかというところも、それぞれのグループワークみたい

な形で話はしていたのですが、最終的には一本釣りしていくしかないねというようなお話も

たくさん出ていました。そこが課題だそうです。 

（村瀬委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（会 長） 

 なぜ、講座を受けたけれどもボランティアのグループには入らないというか、まあいいわ

となってしまうのでしょうか。 

（事務局：高橋） 

 最初の第 1 回目が、今回は公開講座で、新潟子どもの本を読む会の野上千恵子先生という、

県立図書館で読み聞かせのボランティアを育成されて、今も活動してらっしゃる方なのです

が、30 人以上の方にご参加いただいたのですが、それを聞いてとても感銘を受けて、続け

て講座も受けたいという方も 2、3 名ほどいらっしゃったのです。でも、ボランティアをす

るという、その後のことはまだ考えていらっしゃらなくて、ちょっと受けてみて活動できる

か考えてみますという方が多かったのではないかと思うのです。その後、自分がどう活動し

ていくかとか、そこまでは、なかなか見えないところだと思うのです。 

（会 長） 

 私も 1 回目だけ聞かせていただいて、すごい人数がいらっしゃって、熱気あふれる講座に

なっていたので、いいぞ、この中からボランティアしてくださる方がと思ったのですが、残

念ながらなのですね。でもあきらめないで、後追いというか、声をあげ続けるというのも大

事なのかもしれないですね。 

（館 長） 
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 どこの館も講座をやっても、新津と同じ状態です。皆さん受けてはくださるのですけど、

なかなかその先の活動につながらないという。どこかで、具体的なイメージを抱けるように

してあげないといけないのだろうと思います。 

（会 長） 

 講座出身の方というのは今、いらっしゃらないのですか。実際にやってらっしゃる方。 

（館 長） 

 皆さん講座の出身です。 

（会 長） 

 やっていらっしゃる方がなぜそこにつながったかというのを話してあげればいいのではな

いでしょうか。講座の最後とかに。 

（館 長） 

 そうですね。 

（会 長） 

 壁が高いとか、ハードルがあるのでしょうか。大変なことに巻き込まれるのではないかと

か、そういうイメージを持たれちゃうのかもしれないですしね。 

（井浦委員） 

 そのことについてなのですけれども、うちの小合地区でやっている図書の読み聞かせの会

のメンバー、その時 5人参加させていただきました。あくまでもその時の条件もお願いして、

みんな勉強したい、だけど場がないということ。それから勉強するのだけれども、地域に戻

りたいということを条件にしていまして、大変申し訳ないような話なのです。結局、地域に

戻ってボランティアをさせてもらっています。最後まで残ったかたも非常に感激していまし

て、昨日、会があったのですけれども、そのときに感想を述べてられまして、非常にいいと。

しかし図書館だと時間が決まっていて、どうしてもそういうことに興味ある方は、一つの活

動をやっている方よりも、たくさんやっている方のほうが多いですので、今の日程を破るこ

とはできないという方が多くて、丸投げしてというか、逆に言えば、このときはあなたたち

の、私たちは玉手箱というのですが、お話の玉手箱の皆さんに預けますよと言われたら、自

分たちでこの日を計画してやれるかなというような思いはあるのですけど、それを打ち合わ

せに来るとか、なかなかそういうことができないというのが現状です。 

（会 長） 

 参加されている方は、どこかに所属しているような方々が多かったということになるので

すかね。 

（館 長） 
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 １回目の公開講座はそういう方たちにもどうぞ皆さん聞いてくださいといってお声がけし

たので、それは全然構わないのですが、連続講座でそういう方がいらっしゃるのですね。 

（事務局：高橋） 

 いらっしゃったと思いますし、でも学校でボランティアをしていて、絵本の勉強をしたい

という方もいらっしゃいました。図書館でというよりも、ほかのご自身の地域で活動してい

らっしゃるという方もいらっしゃいました。 

（会 長） 

 それはそれでいいのですよね。 

（館 長） 

 図書館としてはボランティアさんが残っていただけなくて「あいたたた。」というのはあ

るのですけど、でも、その方たちがご自分の地域で、行っている学校で、そのスキル、習っ

たスキルを活かして子どもたちに読み聞かせをしてくださって、それはまたそれでよしと。

心持ちは、困った、困ったと言いつつ、「まあいいか。」というところもあるのですね。 

（井浦委員） 

 カウントされないことが、私たちも申し訳ないなと思っているのです。図書館利用という

立場からは、カウントされないのですけれども、地域の子どもたちやら住民の方には、図書

の良さというか、本の良さは伝えているつもりでいるのです。 

（会 長） 

 それを図書館にどうつなげていくかというところが、まあまあでしょうけど。でもご提案

いただいたように、図書館からこのサークルに、この日でお願いしますみたいなのであれば

まだ行けるみたいな声もありますので、そういうのでもいいのかもしれないですね。 

 ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 小須戸のまちづくりセンターの図書室もね、非常にきれいだし、雰囲気もよくて、地域の

皆さんにはかなり好評だという声を聞いていますが、時間がもう少し延びないのだろうかと

か、休みが変わったのかなと。 

（事務局：高橋） 

 小須戸は時間を拡張したのです。 

（会 長） 

 お休みの日が以前より変わりました？ 

（事務局・高橋） 

 お休みが変わりました。 
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（会 長） 

 変わったのですね。それがまだうまく伝わっていなかったみたいで、来たのだけどこの日

やっていないみたいな、そういうのが何件かありますのでという声を聞いているもので、で

は言ってみます。 

（館 長） 

 ありがとうございます。どうしても、まちづくりセンターのお休み、要するに、我々は間

借り状態なので、大家さんの開館の都合になってしまうのです。プラス中心館である我々図

書館が金曜日休館日でございまして、あそこが木金と連休になってしまう時があるのです。

金曜日は申し訳ないのですけれど週休日なので、そこで何かあっても対応できないので、地

区図書室は、全て金曜日は親が休みなので子も休んでもらうということにしています。 

 この 7 月から、実は、まちづくりセンターの皆さんと協議して、開室を午前 9時からとし

ました。今まで 10 時から 5 時までで、火曜日だけ 7 時にしていたのですけれども、それを

9 時から 6 時までと。日曜日だけを 5 時までにしたのです。朝早く開けてほしいという意見

が多かったので、臨時職員も増やしました。小須戸はそこを改善しました。 

（会 長） 

 木・金になるということがちょっとあれなのかもね。 

（館 長） 

 月 2 回だけなのですけれども。 

（渡部委員） 

 私はまさに小須戸地区に住んでいまして、私も小須戸の読み聞かせのボランティアのグル

ープに入っているのです。オープンを 10 時から 9 時にしていただいたのは、本当にありが

たいと思います。ただ、9 時になったのを知らない人が多くて、もっとどーんと宣伝してい

ただければと思います。9 時になったのに知らなくて、まちセンは 9 時に開くのに、図書室

が 10 時だからほんと不便なのよねという住民の方がいて、「9 時になったのですよ。」と

言って、「そうなの、知らなかったわ。」という声もありました。 

（会 長） 

 最初のイメージがついてしまったのですね。 

（渡部委員） 

 でも、本当によくやってくだいましてありがとうございました、という感じです。 

住民から見てみると、まちづくりセンターの中にあるのに、そこはちょっと違う管轄なの

よというイメージが無いのですよね。まちセンはまちセン。前は公民館の中にあって、公民

館の図書館だったので。そのまんま、流れでまちづくりセンターの中にある図書室というイ
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メージがあるので、そこだけ管轄が違うのよ、だから金曜日休みなのよとか。そういうイメ

ージが無いのです。 

（会 長） 

 このセンターが使えるのに、なぜ図書館は開いてないになってしまいますものね。 

（渡部委員） 

 そうなのです。それがすごくあるのと、私も前からいろいろなところには言っているので

すけれども、まちづくりセンター全体で、年に 1回とか 2 回イベントみたいなのをずっとや

っているのですけれども、図書室だけ普通みたいな、いつもと一緒みたいな感じで、ちょっ

とロビーですごいイベントやっているから図書室通り抜けに使っちゃおうかなくらいな。図

書室はシーン、みたいな。ロビーではバンドの演奏とか、上のほうでもいろいろな楽しそう

なイベントをやっているのですけれども、図書室だけはいつもと一緒みたいな。 

 住民から見れば、図書室も一緒になって、今日は例えば習い事で、まちづくりセンターと

いうのは民謡のサークルだとか、お花の会だったりとか、ヨガとか踊りとか、すごくいろい

ろなことをやっているので、習い事に関する本を並べてみるとか。3 階のホールに、出張で

はないのですけれども、ちょっと行ってこういう本がとか、今日はエコのイベントなので、

エコに関する本がありますよとか、かかわりみたいなものがあるといいのかなと。あそこだ

け少し特別な。あまりいい意味ではない特別感が漂っているので、もう少し開かれた、一緒

になったみたいな感じがするといいかなと思っています。 

（館 長） 

 ありがとうございます。 

（会 長） 

 確かに、わざわざ出ていかなくても、その場でやっているのであればね、参加しやすいで

すものね。何か、わざわざどこかのイベントに持っていくというのはちょっと大変でしょう

けど、同じ館の中でやっているのであればね。ちらっと行くのは可能かもしれないですね。 

（渡部委員） 

 コミ協さんのほうには、私、働きかけたのですけど、いやあそこはだってコミ協のあれじ

ゃないし、みたいな。あそこ図書館だからとか。だから、それが市民は分からないから、も

うちょっと一緒に何かやって、協力して何かやっても、つながってもいいんじゃないかなと。 

（会 長） 

 そこも縦割りになってしまっていたのですね。横のつながりをね。 

（館 長） 
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 小須戸のコミュニティ協議会さんやまちづくりセンターの方たちは、非常に協力的で、本

当にありがたいと思っています。何をお願いしてもというか、いつもお願いごとばっかりし

ているのですけど、いいよと言って、いつも快くお引き受けいただいていますので、小須戸

は本当にありがたいです。ありがとうございます。 

（２）年度別決算・予算額の状況

（会 長） 

 いいご意見も出てきました。他にございますか。 

 ひとまず次にいかせていただいて、また最後に全体的にもしあれば、ご意見を伺う時間を

取りたいと思いますので、ひとまず進めていきます。 

 では、次第 2に移ります。年度別決算・予算額の状況です。それでは事務局から説明をお

願いします。 

（事務局：簑和） 

 庶務を担当しております簑和と申します。資料№の 4になります。年度別決算・予算の推

移ということで説明させていただきます。まず上の表のところなのですけども、新津図書館

に配分された予算の内訳として、区分の中で、読書普及事業費ということで、利用者の方に

貸し出す書籍ですとか新聞・雑誌・ＣＤ・ＤＶＤとかの、そういった書籍等に使った費用と、

それから、視聴覚ライブラリーの事業費と、それ以外にかかった図書館の施設の管理ですと

か、地区図書室の費用ですとか、そういったものの費用の中に、三つに分けた表として資料、

ご用意いたしました。 

 その中で、平成 27 年度の決算がもう出ておりますので「平成 27 年度の決算額」と、それ

から 28 年度はまだ年度途中ですので、「平成 28 年度の予算の見込み」と平成 29 年度の予

算が、議決まだなのですけれども、見込みとして一応比較のために計上させていただきまし

た。 

 金額的にほぼ大きな変わりはないのですけれども、特徴的にいいますと、平成 27 年度の

決算で、資料購入費が 1,200 万ほどあったのですが、その後予算として大幅に減額になって

いるという部分もあるのですけれども、平成 27 年度決算の時には、新潟市の図書館全体と

しても、管理にかかる予算に余剰が出て、なんとか資料購入費のほうに追加で配分が決まっ

たということがあって、平成 27 年度決算では多く資料購入費に回したという事情があった

ということです。平成 28 年度の予算については、全体的には減っているのですけれども、

またやりくりの中でなんとかできればと思います。 

 下の表の部分では、１番上の表で、図書購入費という欄があるのですけれども、その内訳



 - 13 -

として、新津図書館とほかの 3つの地区図書室で、どのように経費を執行したという、予算

を執行したかというのと、予算が計上されたかということの内訳で載せておりまして、だい

たい毎年このような比率で支出しております。 

（会 長） 

 ありがとうございます。資料の 4から年度別決算・予算額の状況ということでご説明があ

りましたが、質問、ご意見ございますでしょうか。いかがでしょうか。大切なお金のことで

すけれども。限られた中でやらなければいけない状況ではあります。いかがですか。 

（館 長） 

 予算は、年々皆さんもどこもそうなのですけれども、厳しいですね。平成 28 年度の資料

費ががくんと削られました。平成 27 年度に 28 年度の予算を決めるのですけれども、今まで

は図書館の資料費というのは聖域というか、行政からはそこまで目をつけられていなかった

のです。ところがやはり 19 館、１億となると、塊で見られるとかなり額が大きいですよね。

そこでもう何千万だったでしょうか、かなり減らせといわれて、そこから大変なことになっ

ておりますが、でもどこの施設もそうなので。図書館ばかりが否とも言えず。学校だってお

金、修理だってみんなかかるわけだし、必要なところにやはりお金はかかるので、そこをや

り繰りしている状態です。 

（村瀬委員） 

 図書購入費で毎年図書を買われているということですけど。主に買われているものは、新

作というか、新しく出たものを中心に買われているということでよろしいのですか。 

（館 長） 

 そうです。文芸書でも実用書でも、その年に出たものを中心に購入するのですけれども、

それでも買い替えといって、必要というか定番の本ってありますよね。古くなれば買い替え

なければいけないものというのも入ります。 

（村瀬委員） 

 そうなると、古くなったものは押し出されて、前回の協議会の時にご説明いただいたよう

な形で、無償配布、地域住民の方に配布されるとか、そういう形で図書館の限りあるスペー

スの有効利用というか、そして新しいものを入れて。 

（館 長） 

 資料の更新は図書館の使命なので。 

（村瀬委員） 

 毎年だいたい予算がついた分、押し出されて、配布というふうな理解でもよろしかったで

すか。配布というか、欲しいかたにどうぞという形で。 
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（事務局：高橋） 

 一般の方に配布しているのが雑誌ですね。毎年１回、事業報告のほうにも雑誌のリサイク

ルとして行ってはおります。それについては、雑誌は毎年定期刊行物ですので、定期的に古

くなりますので、毎年行っています。図書のほうは、そのまま使える状態なのに廃棄すると

いうものもありますが、今現在は壊れてしまったもの、もう古くて割れてしまったとか汚れ

てしまったものが、中心となっております。あとはリサイクルとして回すものもあります。

主に児童書が中心なのですが、学校や小学校、中学校それから保育園、幼稚園。あと、学童

さんですね、そういったところを中心に、実は来週実施する予定なのですけれども、児童書

のリサイクルということで、施設に向けて配布いたします。 

（村瀬委員） 

 ありがとうございます。伺った背景としては、最近それこそシェアリングエコノミーなん

ていうものも注目を浴びてきて、特定のところで全部資産を所有するというよりは、共有を

していくという考え方が進んでいるので、今後図書購入費が増えていかない見込みであれば、

ある意味地域でシェアするとか、ほかの図書館というとこれまでもされていたのだと思うの

ですけど、相互融通という形で。それ以外の道で何か模索できることはあるのかなと思って、

新しく買われているものが、新作だけであれば新作中心というのであれば難しいものもある

のかもしれないですけど、そうでない部分があればそんなことも考えられるのかなと思って、

伺った次第です。 

（３）「図書館へのたより」・市民からの意見等について 

（会 長） 

 ありがとうございます。そのほか、決算・予算に関しましてはいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 ないようですので、次に進みたいと思います。次第、議事の 3項目目になります。「図書

館へのたより」・市民からの意見等についてということで、こちらも事務局から説明お願い

します。 

（館 長） 

 資料№6 でございます。今回は、前年度 7 月から 6 月までの分は１回目の協議会で皆様に

ご報告してございますので、7月から 1月まで受理した分を掲載しております。 

 さまざまなご要望から、利用者同士のマナーに関する苦情、あとはお礼のおたよりまで、

28 件受理いたしました。1番多かったご要望は、図書館のというよりも、図書館の駐車場に

電気自動車用充電器があるのはご存知でいらっしゃいますでしょうか。開館してから 2年間、
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運営方針、運用方法が決まらず、そのままとなっておりました。私が来ましてから、たより

で何回も要望がありまして、秋葉区は電気自動車に乗られる方が多いみたいですよね。たび

たび早く使わせてくださいという。2 ページ裏の 22 から。だいたい同じ方だったのですけ

ど。でも、おひとりではないのです。もうひと方いらっしゃって。やっと 2月 9 日に看板も

取り付けて、蔵書点検明けから供用を開始しております。日に１件は、充電に来られる方が

います。リピーターももちろんいますけど、同じ人ばっかりというわけではなくて、電気自

動車に乗られている方が、1 回 2 時間で、どなたも待っていなければもう 2 時間いいですよ

としております。ただ、やはり、来られて子どもをおはなしの会につれて行くついでにして、

あとは帰ると。もうそこだけ受けて。だから 30 分とかそれくらいで済んでいる状態です。

行列ができるほどの利用ではございません。 

 その他の 1 ページ目の 1番上に、利用者開放用端末で動画が見られるようにしてほしいと

いう、これは小学生の方からのご要望です。そういうものとか、小学生用の学習室が欲しい

というのが 2 件ずつご意見いただきましたが、右の回答欄の通り答えさせていただきました。

図書館のたよりについてのご報告は以上となります。 

（会 長） 

 ありがとうございます。子どもたちの将来なりたいものがユーチューバーと書いてきてい

るという、昨日だか一昨日だかニュースの中に入っていましたけれども、動画を見たいので

しょうね、みんな。きっとそうだと思います。 

 では、ご意見、ご質問ある方はいらっしゃいますか。 

（井浦委員） 

 19 番目なのですけれども、回答が丁寧でこれで間違いではないのですが、ここにもう一

つ、汚れに気付かれたらお申し出くださいということがあったら、なお利用者としては安心

していられるのではないかと思いました。 

（館 長） 

 ありがとうございました。 

（会 長） 

 そのほか、いかがでしょうか。 

（渡部委員） 

 私は前回の協議会を欠席したので、そのときの回答に出ていたかもしれないのですが、市

民というか。この区バスの地図に載っていない。そういった要望をした方が市民にいたと思

うのですが、これはどうなりましたか。新津図書館は載っていないのです、残念ながら。こ

この最寄りのバス停は本町 3 丁目、2 丁目、どこでしょう。2 でしょうか。降りたところで
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すよね。これは家にあるのを持ってきたのですけれども、平成 27 年 4 月 1 日ですね。平成

27 年度版。 

（館 長） 

 区バスはルートは変わらないですか。 

（会 長） 

 若干変わるので、多分新しいのが出るはずなのです。 

（渡部委員） 

 探したのですけれども、平成 28 年度版が家に無くて、ぜひ。リビングセンターとかも載

っているので。 

（館 長） 

 早速、地域課へお願いします。 

（渡部委員） 

 もう刷ってしまったというのであればシールを貼ってもらいたいくらいな感じなのです。

刷ってしまったというのであれば、なんとかどこかから予算を絞り出して、シールを貼って

もらいたいくらいです。図書館が載っていないのは、本当に残念なので。 

（館 長） 

 言われていたのですよね。 

（渡部委員） 

 ぜひよろしくお願いします。 

（会 長） 

 そのほかございますか。いかがでしょうか。1点、25 番のＷｉ－Ｆｉが欲しいというとこ

ろで、Ｗｉ－Ｆｉあるということで、マニュアルがあるということなのですけれども、掲示

はしていないのですかね。あるのですね。 

（館 長） 

 よく、ツタヤさんとかタリーズさんとか行くとＷｉ－Ｆｉ使えますなんてありますよね、

多分。あんまり目立たないみたいなのですよね。館が大きすぎるせいか。 

（会 長） 

 あちこちにあるのですか。私も見ていないのですね。 

（館 長） 

 １か所だけじゃないですよね。 

（事務局：高橋） 
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 エントランスのほうはＷｉ－Ｆｉが入らないことがあるので、エントランス側には張って

ないです。ちょっと遠くて入らないことがあるので。館内にはポスターを張ってあります。 

（４）平成２９年度事業計画（案）について 

（会 長） 

 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。こういうものが来るというのも興味を

持ってくださるかたが多いという証ですからね、大事に対応していただければなと思います。

では、続いて 4項目目ですね、平成 29 年度事業計画（案）について、説明お願いします。 

（事務局：高橋） 

 一つ前の資料№5 になります。平成 29 年度の事業計画（案）となります。主なところだ

け説明させていただきます。表側が新津図書館で、裏側が地区図書室となっております。 

 変更点としましては、来年度は、今年「読み聞かせボランティア講座」ということで、全

5 回でやりましたが、来年度はステップアップ講座として、今現在ボランティアをされてい

るかた向けのステップアップの講座を行う予定でおります。 

 もう一つ、実はこちらの方には、事業をしないということで載せてはいないのですが、事

業報告にありました、児童対象の未就園児広場という事業を今まで行っておりました。こち

らは幼稚園・保育園の方で、その園によって違うのですが、月に 1回とか 2回育児相談とい

うのを実施されていて、まだ幼稚園・保育園に入らない親子の方に向けた、説明会と相談会

というものです。そこへ小さい子の絵本の読み聞かせをしていらっしゃるボランティアの方

から派遣して行っていただいて、親子に向けた読み聞かせをするという事業を 28 年度は行

っていました。29 年度からは、削る予定となっております。 

 というのは、今現在行っているのは、小さい子向けのみ、親子に対してのみの事業となっ

ておりまして、保育園・幼稚園のほうからは、園児に向けてもぜひ読み聞かせしていただき

たいという要望も多くなっております。今、未就園児広場という名前で行ってはおりますが、

実際に今度は園や保育園や幼稚園のほうから要望を、園児にしてほしいとか、あるいは親子

にしてほしいというような要望を受けて、職員なり、あるいはボランティアさんに、今 1つ

のグループさんだけで行っていただいていますが、ほかのグループさんもいらっしゃいます

ので、ほかのグループさんにもお手伝いしていただいて行くというような形に変えていこう

と思っております。 

 未就園児広場という事業は、秋葉区独自の、ずっと新津市時代からずっと実施していた事

業です。以前は育児サークルのところへ行って、実際に読み聞かせしていたりしていた、と
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ても歴史のある事業でした。今までやっていたことではあったのですけれども、ほかのサー

ビスを拡大するという意味でも、親子だけではなくて園児さんに読み聞かせをしていきたい

と思っております。以上となります。 

（会 長） 

 今、説明をしていただきましたけれども、新年度になりますが事業計画（案）ということ

で、質問、ご意見などがありましたら挙手にてお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（渡部委員） 

 未就園児広場、歴史のあるということで、幼稚園とかに行って読み聞かせですよね。 

（事務局：髙橋） 

 親子対象なのです。育児相談に来られた親子を対象に、読み聞かせをするので、園児さん

向けではないのです。 

（渡部委員） 

 私は子どもが幼稚園の未就園児の会に行ったときに、読み聞かせに今日は新津図書館のか

たからきていただきましたって 3 人、4 人くらい。あれはボランティアの人なのでしょうか。

でも、紹介は図書館のほうから来てもらってと言って、紙芝居と絵本の読み聞かせをして、

育児相談もなく。親子でもちろん行っているのですけど、特に何もなく来て読んでお帰りい

ただいた感じだった記憶があるのです。特に育児相談は何もなかった。 

（事務局：高橋） 

 そうですね、育児相談自体は保育園や幼稚園のほうで、多分設定されているものだと思う

のですが。図書館が行くのは読み聞かせ部分だけなので、そこの場で、育児相談とか未就園

児の子たちに育児相談する会が月に 1 回あるので、その場で読み聞かせをお願いしますとい

う依頼を受けていました。読み聞かせだけに行っている形です。 

（渡部委員） 

 そういうことなのですね。私もそうだったのですけれども、園に入る前の未就園児の会と

いうのは、その園をのぞきに行くいい機会でもありますし、家で子どもと３人とか２人でい

るよりは、そういうところで絵本を読んでもらうのはすごくいい体験、経験だったので、形

を変えるといっていましたけれども、ぜひそういうのは続けていっていただきたい。知らな

い人はどれがいい絵本かというのは全く分からないので、ぜひそういうのをどんどん教えて

いってほしいと思います。 

（会 長） 

 ありがとうございました。新津独自のというか、秋葉区独自で続けてこられたということ
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も、なんとなく名残惜しいなという部分はあって、いいから続けてきたのでしょうと思うの

ですけれども、そこプラス、新しい形でということであれば、ぜひ前向きにとらえていただ

けたらなと思っています。いいチャンスになっていたのでしょうね。 

 また、新津図書館から来てくれたというのが、ママさんの中にインプットされている代表

が渡部委員。そういう方々が、今度、図書館行ってみようかなというふうになるといいのか

なと思うので、幼稚園、保育園、子どもの頃からのそういったことは続けて、何かの形でや

っていただけたらと思います。 

 図書館に来てくださいというのは、図書館でもやっているのですけれども、なかなか足が

向かないと思うので、ただ待っているだけではなく出ていかなければいけない部分があるの

でしょうね。 

 その他にございますでしょうか。 

（村瀬委員） 

 平成 29 年度の事業計画（案）ということですが、28 年度との違いといいますか。新たに

今のようなお話で、少し変えられた部分とか、この資料のご説明の前半でステップアップ講

座で、一部そういう内容を変えられたというところもあるのだと思うのですが、項目として、

今までにない、新たな取組みというようなもので、設けられたものとか、そういうものがこ

の中にございますか。行政書士とか、こういうものは昨年、まだ平成 28 年度ですから、今

年度もやっているものなのだと思うのですが、新たにチャレンジとしてこれを足してみまし

たというものがございましたら教えていただければと思います。 

（館 長） 

 特に新たにというのは考えてはおりませんでした。言い訳にしかならないのですが、新し

いことに本当は何かと思うのですけれども、今の新津図書館の状況ではこれで手一杯という

状態です。 

（村瀬委員） 

 逆に、こういうときは、よく世の中的には新たにやっていきましょうとなっても、実際の

実現可能性で見ると、既存の業務もありながらということになるので、何か新しいことをす

るには、何かこれまでのものを止めるとかしないと、職員さんの労力とか、お金のこともさ

けないと思うので、もし、そういう意味で、参加が相対的に多くなかったものとか、そうい

うものがあれば、逆に負担軽減のために止めていってもいいのかなと感じました。行政書士

無料相談会とかは、４月がすごくいっぱいだとなって、私もどんなものか、このとき見てみ

たりしたのですけれども、人気のあるものとかは続けられて、地域住民の方のニーズがある

ものは続けられて、あまり参加の多くないものは見直して行って、その案を住民の方とか、
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こういう協議会とかで募ってみるというのもありなのかなと感じました。 

（館 長） 

 ありがとうございます。 

（会 長） 

 ありがとうございます。ぜひ、参考にしていただいて。せっかく今年度、薬科大学、村瀬

委員から学生さんを連れてきてくださって、それは、秋葉区のひとつ、オリジナルな動きに

なるかと思うので、地元の大学との連携という形は。ぜひ、続けていただけたらなと思いま

すけども。 

 それを基に、読み聞かせのボランティアをやってみたいという学生さんが出てもいいので

はないでしょうか。 

 このあいだ、白根か月潟でボランティアをやってらっしゃる女性の方と研修のときにご一

緒させていただいて、なぜ始めたのですかと訊いたら、図書館の方に声をかけていただいた

ことがきっかけだったとおっしゃっていて。まさか自分がそういうことができるとは思って

いない方に声をかけてできるのですよ、ということってすごく大事なのだなと思いました。

ですから、学生はやらないだろうと決めつけず、やってみるという。学生だけに限らずです

けれども、声かけというのは大事なのだろうということを感じました。 

 そのほか、事業計画（案）に関しましてご意見、ご質問あるかたいらっしゃいますか。な

いでしょうか。よろしいでしょうか。 

 お金も無い、人も無いという、無い無いづくしでうつむきがちになりますが、そういうピ

ンチはチャンスととらえていただいて、楽しく前向きにやっていただけたら、きらめく秋葉

区の図書館であってほしいと思っております。 

 では、一旦閉じさせていただきます。項目５はけっこうボリュームがありますので、１、

２、３、４の中で、ちょっと戻りますが、皆さん、そういえば言っておくのを忘れてしまっ

たとか、聞くことがあったなという方がいらっしゃいましたら、ここで一度、受け付けたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

（村瀬委員） 

 一つ教えてほしいのですが、今ほどの№5 の資料、事業計画案で学校・園への支援で、講

師派遣というのがあるのですが、今までの実績、内容等、こういう形でやったというのがも

しもあれば教えていただけると今後の参考になるなと思いますが。 

（館 長） 

 これは、ご依頼を受けて行うものです。例えば読み聞かせに来てほしい、学校に来ている

読み聞かせボランティアさんに向けて読み聞かせの研修をしてほしいというときに、派遣依
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頼がまいります。 

（村瀬委員） 

 学校に入っているボランティアに対する研修等というような形で。直接児童・生徒ではな

くて、割と大人対象という形なのでしょうか。 

（館 長） 

 そうですね。子ども対象もありますかね。やってやれないことはない。 

（事務局：高橋） 

 機会があまりないです。読み聞かせを子どもたちにやってほしいという依頼自体があまり

無いです。どちらかというとやはり、ボランティアさんに話をしてもらえないかとか、幼稚

園とか保育園でも絵本を置いてあって、整理のしかただとか、修理のしかたを図書館の人か

ら教えてほしいとかという依頼はありまして、参ったことはあります。 

（館 長） 

 学校からの依頼がある場合は、白根の学校図書館センターにもあります。 

（村瀬委員） 

 分かりました、ありがとうございました。 

（会 長） 

 今年度の関連ですみません、今年度読み聞かせボランティア講座、新津美術館に派遣先と

いうのがあるのですけれども、これは質問しようかと思ったのですけれども、お願いします。 

（事務局・高橋） 

 新津美術館のほうでも読み聞かせボランティアがあり、読み聞かせの方もいらっしゃるの

で、ここ数年は、毎年１回、美術館のほうに行かせていただいています。実際の読み聞かせ

のことについての講座や実践、今年は実践として、皆さんに読んでいただいて、実技編とい

う形で、こうしたらいいのではないでしょうかというようなお話をさせていただいたりして

いました。美術館と図書館とのやり取りもありますので、連携として、毎年１回行っていま

す。 

（村瀬委員） 

 読み聞かせ関係のことで、先ほど読み聞かせボランティアのニーズのことについて少しお

っしゃっていましたけど、全体協議会の時でもそうだったのですが、読み聞かせボランティ

アのニーズが、具体的な数値とかで出てきた資料を、まだあまり見たことがなくて、具体的

に、その地域住民の方とか、そういう施設から、どのくらい読み聞かせボランティアに来て

ほしいというものがあるのかが分からなかったので、もしご存知でしたら教えていただけれ

ばと思います。 
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（会 長） 

 実際どうですか。そういう統計的には。 

（館 長） 

 無いのですよ。この前、会長がいらしたときにもそういうお話が出ましたけれども、何人

足りないのかと。その何人が言えないのです。どこのボランティアグループからも人がいな

くて、人がいなくてという訴えを聞くので、ボランティア講座を行うのですけれども、何人

いればいいのかというところが出ないのです。数値として出せないのです。 

（事務局：高橋） 

 個人登録制というわけではないので、読み聞かせの場合は、グループになって活動してら

っしゃるところが多いです。グループによっては、人数が多いというところもあれば、他の

グループには、一人、二人とだんだん減ってきて、人数が足りないので、毎週、毎週の読み

聞かせもちょっと大変な状態ですということもあります。そのお話を聞いて、ぜひこのグル

ープにというような話にはなるのですけれども、そのグループによって状況が違うというふ

うにはなると思います。 

（村瀬委員） 

 そのグループに読み聞かせをお願いしますと言われている施設の方のニーズというのは、

つかめたりしていますか。その、幼稚園とかがどのくらい、例えば週に１回来てほしいとい

う幼稚園がいくつあってとなると、延べ年間何回あれで、１回につき何名訪問が必要だとか。

そういうふうになっていくと、不足分が見えてくるのかなと思ったのですが、全体協議会で

も読み聞かせボランティアが少ないので、増やす方法の検討をとか、私のグループでもあっ

たのですが、どのくらい少ないのかなんていう議論ができないと、感想にしかならないし、

感想を述べ合うだけだと、感想に間違いも正しいもないですから、先に進む議論って難しく

て、そこで終わってしまったというのもあったので、何かそういう、理想と現状の点を出し

て、その乖離がどのくらいあるのかなというのが視覚化できたらいいなと思いました。 

（館 長） 

 ありがとうございました。 

（会 長） 

 人数も含め回数とか、応えられていないところがもしあるのかと、いうことですよね。お

断りしてしまったりとか、例えばですけどね。図書館だけに限らずでしょうけれども。 

（渡部委員） 

 先ほども言いましたけれども、私は小須戸地区で本の読み聞かせのグループをやっていま

す。確かにもう一人、二人くらいいるといいなとは思います。私たちのところでいうと、そ
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の地区内の二つの小学校からの依頼と、幼稚園と、先ほども言っていました、小須戸まちづ

くりセンターからの依頼が、直接そのグループに来るので、そういうのは、分からないです

よね。学校から直接依頼が、そのボランティアグループのほうに来るので、一番多いのは矢

代田小学校で、各学年年間 7回なので、それが 6学年ありますし、小須戸小はその半数くら

いですし、幼稚園はもっと少なくて年間 3回とか。でも、春には必ず、絵本について、いい

絵本とはどういうのか、みたいな講師派遣をお願いしますとかいうのも来ますし、まちづく

りセンターでは毎月 1回必ず行っていて、私たちも、やはり年齢がすごく上になってきて、

ちょっともうできないなという方で辞められる方もいて、それに代わる新しい人がなかなか

入って来られないという。やはりもう少しいるといいなというのがあるのですけど、東村さ

んも言っていましたけれども、一本釣りしかないですよね。これだって思う人に「やらな

い？やらない？」っていう感じで、個人的に声を掛けていくしかない。増やすにはそれしか

ないのかなと。好きそうな、やってくれそうな人えを。 

 私たちは、絵本の読み聞かせもそうなのですけど、ストーリーテリングといってお話もす

るのです、分かりますか。お話もするので、それは本当に絶やさずにやっていきたいことな

のですけど、なかなかそれが、ハードルが高いというか、声を掛けても、いや、私、そんな

お話なんか覚えられないしという人が本当に多いのですね。でも、それを覚えて子どもに語

って、得られる充実感みたいなのを分かってほしいのですけど、なかなかそういうのが伝わ

らないかなと。 

 いろいろなところで情報を発信していて本当に一本釣りで、ああ、この人やってくれそう

だなという人がいれば声もかけますし、私はちょっと小学校のほうでコーディネーターもし

ているので、そこでもお話の時間にこういう人が来てくれて、すごく子どもたちは喜んでい

るという、そういう情報も発信はしているのですけど、なかなかです。 

（会 長） 

 多分、読み聞かせというのは女性が活躍している場なのです。ほぼ女性だと思うので、女

性脳でやっているというか、数字とか、あまり今までの感覚ではないのですよね。そこを刺

激して、データで取ってみましょうみたいな。男性が現れると、整理されて、またいいので

はないですか。お母さんが子どもに話すということからスタートするわけじゃないですか、

読み聞かせというのは。女性が子どもたちにという中に、どれくらいの数、年間やって、こ

れはこうでという感覚があまり、男性脳的なところがないので、村瀬先生、お願いします。

地域の読み聞かせの現状を研究していただければいいのではないでしょうか。多分そうなの

だと思います。大変だよね、ちょっと足りないよねみたいな。それだけではないと思います

けれども、そういう感じで、きっと世界なのですよね。そこにでも、足りないのだったらど
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うしようかというデータで見なければいけないよねという感覚も、時代とともに必要になっ

てくるかもしれないので、そこらへんはアドバイスを皆さんにしていただいたり、図書館が、

逆にそれを率先してやりましょうかというような形になってきてもいいのかもしれないです

ね。 

（館 長） 

 それこそ各グループさんとか、新潟市の全体でアンケートなり、ちょっとおおごとになり

ますけれども、取らないと、今、村瀬先生がおっしゃったような数値化は無理だと思います。

やはりどうしても、私たち図書館側は、ボランティアをしてくださっている皆さんからのご

要望を受けて講座を開催しています。「足りないの？分かりました。」言って実施している

のです。先ほど主任が言ったように、それでグループを紹介するのですけれども、入る、は

まるという方がなかないないというのが現状です。 

（会 長） 

 図書館というのはその地域の文化を創るところでもあるでしょうから、読み聞かせの団体

が、秋葉区内、新津図書館管内にいくつ存在して、どういう活動しているのかという調査的

なところというか、把握的なところというのをしたほうよさそうですよね。そうすれば例え

ば学校でも、もしかしたらたまには外の方に読んでもらいたいとかってあるかもしれないで

すね。 

（小竹委員） 

 今の話を聞いていて、中学生はあまりないのだけども、自分が小学校の立場で考えた時に

思ったのが、まず、質的にどうかというのが一つの考えで、読み聞かせをした効果が十二分

に期待できるならお願いしたいけれども、あまりそうでもないのであれば、別にどっちでも

いいかなという気持ちになるので、年間何回どうしても来てほしいとか、そういう性質のも

のではないし、もしかすると１回やってとってもいいから毎月やってほしいという気持ちに

なるかもしれない。まだまだ食わず嫌いの部分が多分にあるから、まだ数値化するのはきつ

いのかなと思います。学校のニーズで何回あればいいのですかと聞かれるのは、多分小学校

としてはきついのかなと。まして、中学校、全くやっていない中で、何回来たらいいですか

と言われても、そこは、分かりませんとしか言えないですね。 

（会 長） 

 今、何回やっていますかとかね。 

（小竹委員） 

 現状を調査するのは意味があると思います。 

（会 長） 
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 ただ、中学生は中学生でいいですよね。 

（小竹委員） 

 そうですね。その話も聞いて、ああ、なるほどと思っている部分はあって。もしもできる

のであれば、内々として検討していきたいところですね。 

（村瀬委員） 

 まさに、ニーズを調べるというのは、確かにご指摘のとおりで、量だけではなくて質のと

ころもあると思うのです。きっと小学校も今、お話伺って思ったのが、まさにそう思いまし

たけど、小学校であっても生徒の時間を、朝の会なのか、その一部分をさいて読み聞かせを

していただくということであれば、教育効果を期待して、それも含めてニーズなのかなと思

うので、今、最低どのくらい、そういうものへの期待があるのかというのを確認してもいい

と思いますし、東村会長が先ほどおっしゃっていた、これまでは、この分野が女性中心だと

いうのも、私あまり分かっていなところもあったのですけど、ただ、渡部委員のほうからお

話を伺った中でも、矢代田のほうで年 7 回で 6 学年 42 回、小須戸が半分くらいだったら 21

回とか、月 1 回まちづくりセンターだと 12 で、これで 75 とか出てくるわけなので、こうや

ってお話を伺うだけでも、それってかなりの活動ですよね。 

 これで年間のうち、こんなにされているのだというのが、今お話数分伺うだけでも分かっ

たりしたので、これは大変ですねというのが。それを数名で回しているのかって。どのくら

いのあれか分からないですけど。そうなると、本当に相当な業務になっているのだなという

のも分かるので、されている団体や、そのほか、質的なもののニーズも含めて、教育機関と

か、そういうところにアンケートかインタビューか分からないですけれども、そういう方法

で実施するのもありなのかなと。必要なのかなと感じました。ただ、できない部分もあるの

かもしれないです。 

（会 長） 

 そろそろそういう時期にきているのかもしれないですね。全体研修の時に、私のグループ

で言っていたのですけど、リタイヤした男性の皆さん、図書館に来ては新聞読んで、時間あ

りそうだから、別に読み聞かせ、男性やっちゃだめだということではないので、そういう

方々に声かけてやってもらうのもいいのではないかと言っていました。今までの固定概念に

とらわれないで、いろいろなかたに声かけてもいいのじゃないかと。そこも男女共同参画じ

ゃないかという話も出ていました。新聞読んでいる時間でちょっと絵本読んでみませんか、

みたいな。という話でした。ありがとうございます。これからにつながりそうな話をいただ

きました。ありがとうございます。 
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（５）「もっと身近な図書サービス」に向けた改善（案）について

（会 長） 

 時間になりましたので、続いて５項目目にいきたいと思います。「もっと身近な図書サー

ビス」に向けた改善（案）についてということで、では、事務局からの説明、お願いしたい

と思います。 

（館 長） 

 お配りいたしました№7 新潟市立図書館・地区図書室の現状と課題という、綴じてあるも

のをお出しください。№7 の 1 ページから 7 ページ目までは、昨年 12 月１日に開催した図

書館協議会合同情報交換会での、新潟市立図書館・地区図書室の現状・課題についての説明

資料です。もっと身近な図書館サービスに向けた改善（案）の説明にあたり、12 月の説明

内容と少しかぶりますけれども、また都合により合同情報交換会に参加されなかった方もお

られますので、最初に簡単にですが概要を説明させていただきます。 

 1 ページ目をご覧ください。1、最近の図書館・地区図書室をとりまく状況（これまでの

経緯）です。これまでの経緯を含めてお話いたします。図書館では、市町村合併にあたって、

各地域の施設・設備を行う市の合併建設計画が、平成 26 年度をもって終了したことや、市

全体の施設・整備の方針、そして図書館の利用の推移などをふまえ、今後の図書館のあり方

や運営について、ただ今検討を行っております。また、平成 27 年度に市の内部組織である、

政策改革本部から、利用者起点に立った公共施設のあり方を検討する中で、図書館について、

地区図書室の有効活用の取組が提案され、図書館では地区図書室が入っている施設を所管す

る区役所や公民館と連携して、活用案を検討いたしました。 

 この検討に基づき、昨年 4月から地区図書室の開室時間の拡大と、図書資料の団体貸出を

開始しています。秋葉区は、小須戸地区図書室の件をさっき申し上げました。団体貸出につ

いては、小須戸のほうから要望が何件かでているのですけれども、開始はしておりません。

開室時間拡大については、先ほど申し上げた通りです。図書館ではこれらの取組の検証や図

書館全般の課題の整理を行って、少子高齢、人口減少社会が進んでいく中での、今後の図書

館のサービスのあり方に関する、具体的な取組を今後検討していきます。 

 2 ページ目をご覧ください。新潟市の図書館施設の現状でございます。市の図書館施設の

現状を説明いたします。 

 (1)新潟市内の図書館・地区図書室の設置状況です。ご覧いただくと分かるとおり、偏り

があるのは、一目瞭然だと思います。(2)は延床面積です。単独施設の図書館は、ある程度

広い面積が取れている、西川が一番多いのですけれども、施設に併設している図書館の中に

は、やや手狭なところもあります。中央は、規模が断トツですので、除いてあります。西川
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は、大さはですね、多目的ホールも含んでおり、図書館部分はこの約半分の大きさです。 

(3)年間貸出冊数と(4)年間貸出人数です。どうしても図書館はこの 2つの数字が指標になっ

てしまいます。施設ごとの貸出冊数と貸出人数の傾向はほぼ同じです。地区図書室について

は、図書館からある程度離れた地域で、図書館サービスの一部を提供する施設で、区の連絡

所や公民館、コミュニティ施設に併設されていますので、施設の規模や利用も、図書館より

かなり少なくなっています。 

 次に 4 ページ、(5)蔵書利用率になります。年間貸出冊数が蔵書冊数の何倍かに当たるか

を、地区図書室と図書館に分けて一覧にしました。全体で見ると、地区図書室は図書館と比

べて利用率が低いことが分かります。また、図書館同士や地区図書室同士の比較でも、利用

率にかなりの差があることがお分かりいただけるかと思います。この数字は、施設としての

図書館、地区図書室の有効活用を考える上で、ひとつの目安になるのではないかと思います。 

 5 ページ(6)でございます。地区図書室の開室時間拡大です。昨年 4 月から地区図書室の

開室時間を併設施設の開館時間に合わせる取組を行いました。必ずしも全ての地区図書室で

延長したわけではありませんが、全体では、それまでの約 4.4 倍の開室時間となりました。

秋葉は、荻川、金津がオンラインで、アイリスという図書館システムにつながっているため

に、セキュリティ上、誰もいない無人にした状態で開室することが不可能でございます。そ

のために、開室時間の変更はしておりません。ただ、小須戸が地域の声をお聞きして、午前

9 時から 6 時までの開室といたしました。ただ、これをしても、利用率がそこまで伸びたか

というと、あまり効果が得られませんでした。拡大にあたっては、広報紙やコミ協だよりや

掲示やチラシなどでピーアールを行いました。 

 6 ページの(7)でございます。地区図書室拡大後の状況です。今ほど申しましたとおり、4

月から 10 月までの拡大後の利用状況、貸出者数と貸出冊数で、前年度同期と比較しました。

利用率がかなり伸びたところもありますが、全体では 1、2 パーセントの微増となっており

ます。 

 次に 8 ページをご覧ください。参考として 8 ページに、4 月から 1 月までの直近の状況の

利用を載せています。昨年度と比較して、全体の貸出者数で 4パーセント、貸出冊数で 2パ

ーセントの微増となっていますが、8 ページの 10 月までの数字と比べると、大きな変化は

ございません。 

 次の 9 ページには、主な利用者について記載をしております。この資料は 12 月の合同情

報交換会で委員からの要望があり、設置状況の資料に加えたものです。主な利用者は平日で

は全ての地区図書室で高齢者や一般の方が主で、横越、西内野などの一部の図書室で、小学

生や親子の利用が見られました。また、土日祝日は小学生や親子の利用が増える傾向にあり
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ます。滞在時間については、中央区の地区図書室の臨時職員からのちょっとした聞き取りな

のですけれど、平均で 10 分程度でございます。 

 ここで 7ページにお戻りください。見えてきた地区図書室をとりまく現状と課題です。先

ほど説明したとおり、地区図書室は規模や蔵書が少なく、利用は図書館全体の 10 パーセン

ト以下となっています。今回の開室時間拡大による数字的な効果を随時確認してきましたけ

れども、ほとんど変化は見られませんでした。特に拡大したあとも 1 日あたりの貸出者が

10 人以下のところについては、今後の方向について検討が必要です。一方で地域では、地

区図書室の活用以外に自治会の施設などへ図書館資料の貸出を希望する新たな団体貸出も始

まっています。 

 以上が 12 月の合同情報交換会で説明した主な概要です。本日はこの現状と課題を踏まえ、

より多くの市民の読書活動を支援するための、もっと身近な図書館サービスに向けた改善

（案）を、これからご説明いたします。その後、皆様からご意見をいただきたいと思ってお

ります。 

 それでは 10 ページをご覧ください。改善の目的でございます。今後の地区図書室のあり

方の検討の経緯などについては今ほどご説明いたしました。今後の地区図書室のあり方を検

討する中で、地区図書室資源や図書館資料の活用による、もっと身近な図書館サービスを図

るため、次の取組みを進めることとしました。 

 四角囲みの部分です。団体貸出の拡大、「ぶっくるん」、と愛称つけてみたのですけど。

私は、これよく分からないだろうと言ったのですけど却下されまして、予約本受取サービス

で本が来るという意味で「ぶっくるん」なんだそうです。一部の地区図書室でこれまでのシ

ステムを、団体貸出や「ぶっくるん」による貸出・返却へシフトすることにより、より多く

の市民の読書活動を支援していきたいと考えました。取組みについてです。一つ目は団体貸

出を拡大いたします。 

①として、コミュニティ協議会や自治会などの地域団体はもとより、半公共性のある民間

施設などへの貸出の対象を拡大します。現在地区図書室に歩いていく住民の方は限られてお

り、高齢化して、また、地区図書室のある場所というのが、高齢者層が住む地域が多いです。

旧市域ですけれども。車の運転も難しい方もいらっしゃいます。その解消として、いくつか

の拠点へ本を持って行きます。コミュニティセンター、自治会、郵便局の待ち合いなど、半

公共性のある民間施設も視野に入れております。 

 今後、人が行けそうな場所へ、希望するところへ持って行きます。図書館は地区図書室へ

来てもらうことを待っているのではなくて、本を外に出して、市民の方の手に持って行って、

有機的に使ってもらう努力をしていきたいと考えています。 
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 次に②として、現在も団体貸出制度はありますが、新たな貸出セットや、司書のセレクト

によるオーダーメイドなどのセット内容を充実することで団体貸出の拡大を図りたいと考え

ています。それが 12 ページの図になります。 

 この 10 ページの団体貸出の利用状況、真ん中あたりの、団体貸出の利用状況の表を見て

いただくと、少しずつ増えてはいますけれども、これからもっと団体への貸出を増やしてい

きたいと考えています。 

そこで、12 ページの新しい団体貸出制度（案）の図になるのですけども、説明してきま

した団体貸出の拡大について図にまとめたものです。貸出先は、保育園・幼稚園、それは今

までも一緒なのですけど、公共の保育園・幼稚園、私立でも保育園と団体は一緒なのですけ

れども、それ以外に店舗、地域の茶の間などへの、そういう人が集まる所へ貸出サービスを

広めていきたい。それについて図の右側をご覧ください。貸出内容も、①の既存の団体貸出

のほかに新たに②のストックボックスとして、ＡからＨまで、8 分野にわたる種類の本を、

事前に用意して、貸出希望団体のリクエストに応えるほか、③のプレミアムボックスとして

司書が希望を伺って、選書対応を行う考えです。 

 貸出冊数は①②③合わせて、1 団体につき、現在の 100 冊から 150 冊に拡大し、貸出期

間は 1か月で考えています。また、事情により本の貸出・返却に図書館へお越しになれない

場合については、配送料実費で対応することを検討しています。 

 なお、②のストックボックスと③のプレミアムボックスについては、準備などの関係から、

区の中心館、中心図書館、豊栄中央、亀田、新津、白根、坂井輪、西川のみでの承りとなり

ます。 

 10 ページにお戻りください。二つ目は「ぶっくるん」です。予約本受取サービスのこと

です。配送ルートの見直しによって図書館へ行くことが難しい人へ、予約による資料の貸

出・返却窓口を今後設置します。それは、現在も図書館・図書室で行っていますが、これを

もっときめ細やかに行いたいので、今後、できるところがあれば加えていきたいということ

です。なお、この予約本受取の愛称「ぶっくるん」は、本が来るというところからつけた愛

称でございます。 

 次に(3)として、地区図書室資源の有効活用、今後の地区図書室の方向です。①として、

床面積、利用状況、蔵書回転率等の状況を勘案して、該当する地区図書室を、地域の理解を

得ながら、廃止していこうと考えております。それに代わる地域での読書活動の支援として、

「ぶっくるん」への転換と、新しい団体貸出制度の展開を進めます。また、地区図書室資料

の一部を団体貸出の貸出セットとして集約し、有効活用を図ります。 

 ②として、「ぶっくるん」へ転換した地区図書室のスペースは、地区図書室を設置してい
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る施設から活用してもらいます。なお、地域などからの要望に応じて、地区図書室から除籍

した資料を提供いたします。これは、地区図書室にある本を残してほしいという地域の要望

があれば、本の管理などを協議した上で残していくということになります。 

 次に 11 ページ。地区図書室の有効活用でございますが、今後の地区図書室の方向をご覧

ください。11 ページには、ただいまご説明した地元の意向や利用状況を見て、一部の地区

図書室を「ぶっくるん」へ転換し、合わせて図書資料を有効活用する新しい団体貸出サービ

スを展開することで、地域の読書活動を支援するイメージを図にしたものです。 

 支援の一つ、「ぶっくるん」の窓口は、連絡所などになります。本を予約される方は、予

約カードを連絡所などの職員へ渡します。その後の予約カードや予約本の配送、受渡・返却

は、図の通りです。連絡所の窓口に出して、窓口の人は何もしないのです。そのまま予約カ

ードを受け取って、それをそのまま図書館への連絡便に乗せます。図書館はそれを受け取っ

て、本を用意して、袋に入れて、連絡所に送ります。連絡所の人は、この人何借りるのだろ

うと見るわけではなくて、袋のまま、利用者に「はい、来たよ。」って手渡しをするという

状態です。 

 今回、予約本の配送ルートを市役所の庁内連絡便を利用することにしています。今までは、

週 1 回、水曜日ですね、図書館からの委託による業者が配送していたのですけれども、週 1

回だけなのですね。その 1回を逃すと、地区図書室へは行かないのです。それを平日の庁舎

の連絡便を利用することで、現在に比べて利用者の方への配送は早くなる、短縮が図られる

のではないかと考えています。 

 支援のもう一つは、「ぶっくるん」の下の記載にある、新しい団体貸出制度の展開です。

地域の方の集まる場所であるコミュニティセンター、まちづくりセンター、子育て支援セン

ター、地域の茶の間、自治会集会所などへ、要望に応じた本の団体貸出を行います。一部、

これは亀田、江南区のほうで自治会からの要望により、集会所に本を置いてあるところが出

てきております。以上で説明を終わります。 

（会 長） 

 ありがとうございました。 

（館 長） 

 説明が長くなりましたが、皆様から。ご意見でもご質問でも、お願いします。 

（会 長） 

 図書館・地区図書室の現状と課題ということで皆さんにお示しをさせていただいたわけな

のですけれども、今日の一つはですね、今後の地区図書室の方向について。それから二つ目

には取組内容の案について皆さんの意見をお聞きしたいということになります。そのご意見
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をお聞きしましたら、実は今月の 29 日にですね、新潟市内の各図書館協議会の正副会長が

集まる会議がありまして、私の最後の仕事だと思って行ってくるのですけれど。そこで発表

をして、意見交換を行うという形になっていますので、新津図書館協議会としてこういった

意見が出たということで、出していきたいと思うので、ぜひ皆さんのご意見をいただきたい

と思いますが、まずは今提案をいただいたというか、ご説明のあった内容で、質問があると

いう方、お聞きしたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（小竹委員） 

 何点かあるのですが、まず 4ページの蔵書利用率で、先ほど廃止していくという方向、そ

れ自体は、私はそれでいいと思っているのですが、どのくらいの利用率をもって図書室とし

ては成立しないのだと考えられているのかなというのは、特に説明の中で無かったように思

うのですけど。1 倍を切っていれば、そこの図書室はもう廃止なのだと捉えるのか、もっと

低くても地域のニーズとか地域性があるからということで、単に数字ではない何らかの要因

をもっていったのかというあたりはどのようにお考えなのかなと。 

（館 長） 

 基本やはり、1.1 がラインになりますね。 

（小竹委員） 

 分かりました。 

 2 点目なのですけれども、11 ページの「ぶっくるん」について質問したいのですけど。こ

のフロー自体はよく分かるのですが、これ、予約してから、手元にくるまでが、庁内便を使

うといっても時間がかかるし、先ほどの話でもメールでもやれる時代で、オンライン化して

いるということだとすれば、「ぶっくるん」のシステムが、オンライン化するのは当然の流

れだというふうに感じるのですが、このフローでオンラインは入っていない、何か理由があ

るのでしょうか。 

（館 長） 

 小須戸が特別なのです。 

（小竹委員） 

 基本はオンラインで行くのですかね。 

（館 長） 

 小須戸は、小須戸町公民館図書室時代から、パソコンというか、インターネット接続、メ

ールのやり取りができるものを設置されていて、それを我々が引き継ぎました。ですので、

小須戸だけはメールもできるし、インターネットもできる、職員が何か調べ物をするのにそ

れが使えるという状態で、ほかの地区図書室は、電話すらないのです。アナログでやってい
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る状態なので、それで、メールのやり取りになると、連絡所の人に我々職員が使っているパ

ソコンを使って、それをやり取りしてくれということになる。今、先生たちもお持ちのイー

ポータルで実際にやることになるので、日常業務もある中で、そこまでは依頼が難しかろう

と、兼務は難しかろうとなります。 

（小竹委員） 

 結局この流れで、本を図書室で選ぶという時は、見てこの本面白そうだなって 2、3 ペー

ジ読んで選ぶ場合が多いし、少なくともタイトルと作者は見て選ぶと思うのだけど、このフ

ローだと、そういう形になるのかな、というか、本当に皆さん、予約入れてから手元に来る

までタイムロスもある中で、皆さんが本当にこの「ぶっくるん」のシステムに乗っかるのか

なというのが、私は見ていて不安を感じたところです。この 2点です。 

（館 長） 

 ありがとうございます。 

（小竹委員） 

 最後なのですけれども、団体貸出制度とはなるほどと思って、非常に面白いなと思ったの

ですけど、これって民間等も含めて貸出の拠点が生まれて、そこに来て、そこから今度個々

が借りるという形と理解すればいいのですか。 

（館 長） 

 そこまでは言及できないです。あくまでも団体さん、自治会、自治協とかコミュニティセ

ンター、それも今、我々の間で協議しているのです。やはり、明言したほうがいい。結局又

貸しになりますよね。それをじゃあ汚した時どうする、無くした時どうする、誰が責任持つ

のだ、自治会に責任持たせれば、まず借りてくれないだろうというので、さて困ったなとい

う、そこで今、止まっておりまして。ただ、やはり今までの団体貸出と同じで、団体さんに

責任を持ってもらうという方向ではあります。 

（小竹委員） 

 どうせ捨てていく本があるならば、そういうのはどんどんとナントカボックスに入れてし

まえばいいのではないかなと思います。それは意見ですけど。ストックボックスのほうにつ

いては、もう、年間で何百冊も捨てて廃棄していく本を入れて、それはもうご自由にで、又

貸しもオッケーだというくらいにしていかないと。これも本当に機能するのかなという感じ

がしていて、所詮消耗品なので、傷んだり汚れたりするのは当たり前の話だと思いますし、

無くなるなんていうことも、何件か貸し出せば、その中の 1 件、2 件がそうなるのは当然の

話なので。 

 制度設計だけの話ではなくて、実際に借りる人がどうかという視点を大事にしたほうがい
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いのかなと思いました。 

（館 長） 

 ありがとうございます。 

（会 長） 

 質問はいかがでしょうか。 

（井浦委員） 

 意見ですがよろしいでしょうか。 

（会 長） 

 まず質問をお受けしたいと思います。 

（村瀬委員） 

 差し支えないところでもし可能であればということですが、例えば、金津の地区図書室、

こちらが年間にかかる運営費ってどのくらいになりますか。 

（館 長） 

 金津ですか。 

（村瀬委員） 

 他でもいいのですけれども、廃止の背景にはコストがあるのだと思うので、それで、新し

く「ぶっくるん」をされるにしてもコストがかかると思うので、その意味合いがどのような

のかなというものを知りたくて伺った次第です。 

（館 長） 

 金津の資料費が 30 万だったでしょうか。 

（村瀬委員） 

 年間で、その施設とか、人が無人なのでしょうか。 

（館 長） 

 金津が、例えば平成 28 年度予算でいえば、年間本を純粋に買うお金に 36 万円使っており

ますね。プラス人件費で。 

（村瀬委員） 

 だいたいで、ぼんやりでもけっこうです。 

（館 長） 

 時給 770 円の職員が金津は午後だから 4.5 時間。 

（会 長） 

 施設利用費はかからないのですか。 

（館 長） 
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 大丈夫です、コミュニティセンターなのでそれはないです。 

（館 長） 

 1 日 3,465 円の時給が発生しております。開館日が月 22 日として、914,760 円。臨時 1人

1 年間雇えばそれくらいかかります。新潟市はそれが 16 室あるわけです。秋葉区だけでの

話ではなくて、新潟市全体で考えるとそうなります。 

（村瀬委員） 

 ありがとうございます。 

（会 長） 

 ちなみに「ぶっくるん」だとどれくらいの経費的な。 

（館 長） 

 「ぶっくるん」になると、結局、それが限りなくゼロになるわけです。貸出・返却、利用

者の方に予約カード受け取るのも貸出するのも、連絡所の職員に兼務を依頼するからです。

臨時の分のお金が無くなるということになります。 

（会 長） 

 例えば連絡所というのは、今で言えば、小須戸であればコミュニティセンターの。 

（館 長） 

 コミュニティセンターにはお願いできないです。あれは、新潟市の職員ではない。指定管

理者の皆さんでございますので、費用は別から出ていますので。 

（会 長） 

 でも、人は設置しなければいけないということですよね、だからね。ということですよね。

連絡所として人をそこに設置する。 

（館 長） 

 もともとある連絡所の人、場所を使えばそうなりますね。 

（会 長） 

 人件費的にはそんなにいらないということですよね。 

（館 長） 

 今ある分が、がくんと減ります。今、プラスアルファかかっているわけです。連絡所の職

員がいるのと別にちゃんと臨時を置いているわけなので、地区図書室用に。 

（会 長） 

 その分が浮くと。 

 ほかに質問はありますか。 

（渡部委員） 
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 「ぶっくるん」についてなのですが、利用者が、図書館に行くことが困難な人に対する予

約のシステムということで、利用者は予約カードに読みたい本を書くというか、それはネッ

トで調べてということ。 

（館 長） 

 書いていただければそれでいいと。一番いいのははっきりすべてが分かって、すっきり分

かっていればいいと。 

（渡部委員） 

 例えば作者誰々のなんとかという本、出版社ここみたいな。 

（館 長） 

 そこまで分かっていただけるとすごくありがたいですけれども、中にはそうじゃない、普

通に図書館に来る人にも、こんな本とおっしゃる方がいらっしゃいますが、それを、具体的

に「こういう本が読みたいです。」というのを書いていただければ、それを受け取って、す

ぐその場でやり取りできるのが本当は一番いいのですけれども、連絡先さえ書いてあれば、

職員のほうからお電話して、「ご予約いただいてありがとうございました、これこれについ

てなのですけれども」と、インタビューすることもできます。 

（渡部委員） 

 そんなぼんやりでもいいのですか。 

（館 長） 

 そうでなければ、サービスにならないですよね。 

（渡部委員） 

 私はネット環境が無い、要するに図書館に行く人ことが困難な人って、主に高齢者、これ

から高齢化社会なので、そういう人がネットを駆使して読みたい本を探して、予約カードを

書いて、それを受取場所に、連絡所に持って行ってという、そっちのほうが却って大変なの

かな。小竹先生が言ったとおり、本を選ぶというのは、並んである本の中から見てみて、開

いてみてという、それで借りていくというのも、すごくその本との出会いの大切なところだ

と、私はすごく思うのです。 

 結局地区図書室を無くして、そこがもしかしたら受取場所になるのかもしれない。受取場

所というか、連絡所。 

（館 長） 

 基本、そうなのです。地区図書室廃止となると、そこの連絡所になります。 

（渡部委員） 

 そこの連絡所。結局はそこには行かなきゃいけなくなるのかな。行くあれで。予算という
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かお金の面では減るかもしれないのですけど。 

 結局どこに連絡所ができるか分からないのですけど、結局はそこまで行かなきゃいけない

のであれば、どうなのかな。図書館へ行くことが難しい人へのサービスであれば、足を考え

るほうに。足を確保するほうに目を向けたほうがいいのかなと思いました。 

（会 長） 

 ちょっといいですか。これはそもそも、もっと身近な図書サービスに向けた改善（案）と

いうことなのですけど、言うと、地区図書室減らしたいという方向性なのですよね。ぶっち

ゃけね。これはね、そういうことなのですよね。 

（館 長） 

 今、かかっている費用をとにかくコストカットしたいという。 

（会 長） 

 コストカットしたいというところが最終目標というか、そういうことなのですよね。だか

ら、皆さんにとっての身近な図書サービスということというよりは、今の部分を大幅に減ら

したいという意向があるということで、これは確認なのですけど。そういうことなのですよ

ね。それをちょっとオブラートに包むために、もっと身近な図書サービスに向けた改善（案）

にしているという。ごめんなさい、これ、録音しているけど、ということなのですよね。 

 じゃないと分かりづらいというか。地区図書室があって、さらに「ぶっくるん」ができる

というようなニュアンスではなくて、ということですよね。 

（館 長） 

 それに代わるービスをということです。 

（会 長） 

 代わるサービスとして「ぶっくるん」をしたいのだけれどもということなのですよね。と

いうことを、皆さん踏まえて、地区図書室をですね、理解を得ながら廃止するという文書も

中に入っているのですけど。そういう、それでいいのかどうかも踏まえてのご意見が出てく

るのじゃないかと思いますので、質問はそろそろ終わりにしまして。 

 まず、ご意見をお聞きしなければいけない部分があるので、まずは、今、私が言った、10

ページの 2、取組内容の(3)に今後の地区図書室の方向についてありますね、そこの部分も

含めたご意見を伺いたいと思っております。その前に井浦委員のご意見をもしでしたら。 

（井浦委員） 

 今の話からすると、オブラートの中にいたことをすっかり忘れていまして、私、こののを

いただいた時に、もっと身近な図書サービスということで、ちょうど例会が、私たちの会が

あったので、そこで皆さんの意見をもっとどうしたらいいだろうねと聞いてみたのですね。
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そうしたら、皆さんは、家族カード、いわゆる貸出カードが家族制だといいと。おばあちゃ

んがどこに置いたか分からない、子どもがどこに置いたかわからないので、家族カードがあ

って、それならもう 1 つ、10 冊借りるとかできるので、やっぱり図書館に行って、この本

が見たい、この本が見たい。おばあちゃん何々借りて来てって孫に言われた、それを探して

くる。だけどカードが無いので 5冊で終わりというほうが不便だと言われたので、それをみ

んなの意見として言ってくるわねということで、意見として持ってきました。 

（会 長） 

 分かりました。大事なことだと思うので。もっと身近な図書サービスの、本当にこれは 1

つかもしれません。家族カードがあるといいということですね。家族で共通して使えるとい

うことですね。これはお受けしておきます。 

 では、今後の地区図書室の方向についてということなのですけれども、ここに関しまして、

ご意見いただければと思いますが。 

（村瀬委員） 

 先ほど数字のことを伺ったところですけど、36 万円プラス約 100 万円くらいということ

になっていますけれども、130 万円くらいなのかもしれないですが、例えば金津図書室の場

合であれば、2,037 名が利用して、5,569 冊ということで、1 回に数冊借りるということと

か、2,037 っておそらく延べなのかなと。実数なのかも、あれですけど、そうなった場合、

例え一番大きなコストとして見た場合、5,569 冊を、別々に 1 冊、1 冊まとめてではなくて、

ばらばらに借りて、送料往復 200 円でみても、120 万で済むのですよね。だから、これって

新津図書館からダイレクトに、そういうメール便とかを使って、片道 100 円で、宅配会社に

交渉して送ったほうが、はるかに早くて本人に届き、そしてダイレクトに送り返せていいと

なってしまいそうです。この採算のラインには、荻川はどうやらまだ合わなさそうで、金津

は合いそうだみたいな感じでなるかもしれないなと思いました。 

 そこで、「ぶっくるん」みたいなものを作る意義としては、先ほど渡部委員のほうからも、

高齢者の利用が多いのじゃないかというところで、これもまたそうなのですが、もし、地区

図書室の利用者が、新津図書館の利用者層と明らかに違うという仮説であれば、新津図書館

のほうが若い方が多いのではないかということであれば、ある意味福祉という位置づけにし

て、そういう福祉関係のもの、高齢者のひきこもり防止とか、そういうものと連携すれば、

もっと向こう側の施策とも合ってきて、重複したサービスにならず、むしろいいものができ

るのじゃないのかなと。その費用は折半して持ちましょうとか。していけばいいのかなと。

それが多分「ぶっくるん」の受取場所を、敢えてこの時代に、ダイレクトにできるのに、設

ける意義として成立するのかなと。ここの場をもっと豊かにしていく。 
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 「ぶっくるん」についてもう一つ。小竹先生がちょうどいらっしゃっているので、まさに

中学校とかでこういうようなものがあれば、きっと又貸しというところも、私も大学をイメ

ージしながらお話伺っていたところもあったので。そこで独自にバーコードを付与してとい

うところで、借りたものに何も手を入れずに、だと、生徒さんにも貸せないとか、うちも学

生に貸せないとなると思うので、そこのところは確かに、今、いろいろな事情とかあるのか

もしれないですけど、もうちょっと利用する方のヒアリングみたいなのを、少し実施してい

ってから開始すると、手戻りが無くていいのかなと感じました。 

（会 長） 

 利用者側の意見をということですよね。その他ございますでしょうか。 

（小竹委員） 

 「ぶっくるん」になること自体は、今ほどの話のとおりで、非常に利用率の低い図書室が

あって、1 冊貸し出すのにコスト 1 万円なんていう状況があることを考えると、当然の流れ

だと思っています。ただ、先ほどの話のとおりで、実際に今使っている人たちがじゃあどう

なのかとか、却って本離れを促進してしまうことになっては絶対ならないので、利用者がど

うなのか。例えば、受け取る場所、今、学校でという話もあって、面白いなと思っています。

地域に開かれた学校を、今、各校試行しているわけですから、受取場所とすること自体は不

可能ではないだろうと。ただ、司書の勤務条件を変えていくとか、学校の施設のほうの見直

しが若干必要になるかもしれないけれども。先ほどのコストからすれば微々たるものじゃな

いのかなと思うので。もうちょっとそのへんを。学校だとオンラインでいろいろなことがで

きるようになるので、学校で端末を、地域の方用に 1台開放するということは、可能になる

のかなと思います。 

（会 長） 

 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。 

 廃止するとなると、比較的皆さんからのイメージが良くない。良くないと言ってはいけな

いですけど、本が並んでいて選んでというのも、それが図書館とか図書室の魅力であり、そ

れはしてほしいなと思うのですけど。これ、あれですよね、結局、今いろいろなところが指

定管理とか、動きがある中で、例えば地域で図書室を運営してください、みたいな、そうい

う動きにまたなったらいいなという思惑もあるのですか。それは無いのですか。 

（館 長） 

 そこまでは考えていないですよね。 

（会 長） 

 地域の茶の間などってなっているということは。 
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（館 長） 

 本を、例えば廃止します。じゃあその本ここ置いてって、みんなで見るから、と言われれ

ば、ああ分かりましたと言って、それをそのまま置いてこようかという。ただ、資料は更新

されません。我々図書館の本、毎年毎年購入して更新するわけではないのですから、それは

もう地域の方たちでなんとかしてねっていう感じになります。それはそれで、その場所が残

ること自体は、図書館としてはいいのですけど、構わないのですけれども。ただ、それを全

てが万事、貸出しから、図書館の予算を使っての地区図書室の、それを地域の人に丸投げと

いうのは考えていないです。 

（会 長） 

 例えばコミセンで、小須戸を例に挙げるとあれですけれども、今、別々に職員がいるわけ

ですよね。それを、小須戸のコミセンの管理をしている方の、本の貸出もできれば、そこで

人件費が浮くという感覚ではないということですね。 

（館 長） 

 ないですね。やはり管理をしなければ。我々が。 

（会 長） 

 管理を多少委託するという感覚は無い。 

（館 長） 

 はい。ただ、本はこちらが買いますよね。 

（事務局・高橋） 

 コミュニティセンターに管理自体をお願いするというわけではないです。 

（会 長） 

 そこには管理費が当然かかっちゃうのだけども、人をそこに張り付けるよりは、とかね。

例えばですけど。地域で続けて。 

（館 長） 

 やはり図書館は、1 人はいります。人１人。今、時間でみんな、3 時間、4 時間を、3、4

人でローテーションで回していますけど、必ず 1名分の人件費はかかるのですよね。それを

まちづくりセンターが負担するか。 

（会 長） 

 例えば管理費として。 

（館 長） 

 払っても。払って、その 1人分の業務をできるかどうかというところもありますよ。 

（会 長） 
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 コミセンとかコミ協ももちろんですけど、お金が無いので、例えばそういう管理をすると

いうことで多少入ってくるのであれば、じゃあ僕たちやろうかなっていう動きになってくれ

ば、その図書室自体は、息が長く続けられるのかなというのは、ちょっと思ったので。そう

いう感じでもないのですね。 

（館 長） 

 はい。 

（会 長） 

 そんなに、予算を削る特効薬になるとみているから提案してきているのですよね。 

（館 長） 

 そうなのです。特効薬というか、それでもやはり 1 室、2 室減らして行ければ、浮いてく

るという、だんだん、こう、スクラップアンドビルドじゃないですけど。どこか他に回せる。 

（会 長） 

 先ほど村瀬委員からもお話のあった中にもあったと思いますが、図書館だけで考えている

から、なんとなくこう、止めるとか、自分たちでやるとかになってしまうのだけど、連携、

いろいろなところと福祉という話もあったかな。福祉関係のところと予算を多少分かち合い

ながら、とかという感覚に、今後なっていかなければだめなのかなというのが。あとは学校

さんに連絡所をお願いしますとなれば、多少いいのかとかね。コミ協さん、今言ったように。 

（館 長） 

 連絡所と中学校区って、中学校区のほうが分かりやすいですよね。連絡所というよりも。 

（小竹委員） 

 連絡所より中学校のほうが多いのかな。 

（館 長） 

 多いですよね。 

（小竹委員） 

 まして小学校なんていったら、きめ細かく、それこそご高齢の方も歩いていけるところに

あると思いますけどね。 

（館 長） 

 ありがとうございます。 

（会 長） 

 あとはコミ協に相談してみるとか。そういう、図書館だけで完結しようとするからこうな

るのかなと思ったりするのですけど。とかく縦割りなので。横に考える意識も持って考える
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といいのかなと思ったりもしました。会長が言っていい発言かどうか分かりませんが。 

 他に何かありますか。 

 でも、管理とかいろいろなことを考えたりしたら、それは専門の方がいるって、なのです

けど、でもそうも言っていられない時代になったということを。その管理とかを、じゃあど

うしたらできるかという感覚になっていかないと変わらないかなと思うのですけどね。 

 他にご意見。ひとまず一旦区切りまして、もう一つ聞かなければいけないので、今、話の

ありました資料 7、10 ページの 2 の(1)の団体貸出の拡大と「ぶっくるん」。この取組の内

容（案）について、さっきも出ていましたけど、意見がある方いらっしゃいますか。 

 見せ方なのでしょうけど、これ、プレゼントが届くみたいでちょっと楽しそうですよね。

マジックだと思います。見せ方マジック。 

（館 長） 

 モデル事業として、西区の坂井輪図書館のほうで、日産さんでしたか、民間のディーラー

さんとか、そういうところの待ち合いに司書がセレクトした本を貸出し、だいぶご好評いた

だいているようです。 

 この前、真砂の地区図書室も見てきたのですが、本当に誰も使っていない。司書としては

本が活かされていないのを見るのは忍びないですね。それだったら人が集まるところに持っ

て行くほうがいいかと思います。 

（村瀬委員） 

 団体貸出制度のことで１点。懸念事項といいますか、気になるところ。こういう仕組みは

素晴らしくて、ぜひと思っているのですが、やっぱり団体なので、これを借りた側が、結局

その場でしか読めないのであれば、読書の促進につながらないのかなという気がします。な

ので、又貸しを想定した、その借りたほうが、さらに貸せるような仕組み。そして各々でバ

ーコードなのか図書カードなのか、借りる人がその名前を書いていくという簡易な制度なの

か、あれですけど。又貸しを、ある意味想定したような運用になっていれば、もっと借りや

すくなるのかなという感じがします。 

（会 長） 

 又貸しができないのであれば広がらないですよね。他にご意見ございますか。そもそも図

書室自体も半公共的なところにありますよね。ですよね。そこになかなかまず人が来なくな

っていることになっている。そう考えると、店舗とか、そういうところになるのですかね。 

（館 長） 

 それこそ、そこにあるウオロクさんとか原信さんに持って行ったほうがまだ。でも皆さん、

買い物に来ているので、本なんか読みませんかね。分からないです。でも、イートインのス
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ペースもあり、結構集まってらっしゃる方もいるので有効だと思います。 

（会 長） 

 秋葉区もね、今、かなりカフェが増えていますからね。カフェの皆さん、連携を取ってい

ろいろな動きをこれからしていこうなんていって、それこそ横のつながりじゃないですけど、

個展なのにみんなで協力しようってやっていらっしゃるから、そういうところとタッグ組ん

で、秋葉区のカフェへ行くと本があるよ、みたいなのはすごく面白いかなと、今、思ってい

るのですけど。読んだら借りたくなるよね、というところですよね。飲みながら読むという

のはもちろんそうなのだけど。それだけになっちゃうともったいないなというのは。 

 その他にいかがでしょうか。「ぶっくるん」の名称についても言っていいのですか。これ

は決まったこと、決定事項なのですか。 

（館 長） 

 どうしても愛称つけたいみたいなのですよね。 

（会 長） 

 名称つけたがるということね。それが浸透するまでが大変ですよね。今後のそういうもの、

見せ方とか、告知の仕方とかという気がしますよ。だって、楽しそうですものね。こんなリ

ボンついた箱から出てきたら、なんかうれしいなと思うから。すいません。わくわくしない

と、ことは始まらないから。こういうことのような気がします、なんとなく。 

 そんなことで解決、お金のことは、できないんだと言われちゃいそうですけど。でも、そ

んなところから生まれるのかなと思いますが。鉄道の街っていっているのでね、駅とかね、

待合室にちょっと置いてもらってね。いろいろ方法はあるのかな。 

 全体を通して。全体というか、このもっと身近な図書サービスに向けた改善についての、

全体的にもう一言言っておきたい等々、ございます方、いかがでしょうか。 

 本を見られるというところの魅力だというような話は多少しますが。そうするためにはど

う維持管理していかなければいけないのかという。新しい方法はあるのかというところなの

かもしれないですけどね。予約カード書くにもね、何をもとに書いたらいいかということに

なりますよね。 

 ということで、29 日の日にどういう会議になるのか、非常に私も心配になってきました

が、ちゃんと新津の思いは発表させていただきたいなと思いますけれども。集約、それから

まとめてどういうふうな形にするかは、また、事務局ともご相談させていただいて、まとめ

ていきたいと思いますので、私と副会長にお任せいただけるということでよろしいでしょう

か。はい、ではそのような形で進めていきたいと思います。 

 では、ちょっと時間が過ぎてしまいました。予定よりも 2時間ちょっとになりましたけれ
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ども、以上をもちまして予定していた議事は全て終了ということで、進行を事務局にお返し

したいと思います。お願いします。 

（事務局：高橋） 

 それでは最後に協議会の委員の任期について、今年度を持ちまして、東村会長と伊藤委員、

あと渡部委員の任期が終了となります。一言ずつ、会長のほうからご挨拶をお願いしてもよ

ろしいでしょうか。 

（会 長） 

 ありがとうございます。皆さん、今日は大変お疲れ様でした。冒頭でもお話しましたけれ

ども、自分の任期も分からずやっていまして、もう 6 年くらいやったのでしょうか。1 番最

初にですね、青年会議所の活動のだいぶ上の先輩から、「お前やれ。」と言われて、図書館

に言っておいたという、そういうことが始まり。「はあ。」って、よく分かりませんけど、

図書館行ってくれっていう話で、「はい。」ということから始まったのですけど、私にとっ

ては非常にいい。何の力にもなれませんでしたが、こういうことがあるのだと、図書館でも

協議会があって話をしているのだということを知れて、仕事柄そういうことを発信する機会

がありましたので、地域の皆さんに少し発信はできてきたのかなと思っております。 

 これで辞めるから、さて終わりということではなく、引き続き図書館の協議会を含めてボ

ランティアの活動もそうですけど、何か力になれることがあればと思って意識をちゃんと高

めていきたいなと思っています。 

 また、今月末の 29 日が、仕事納めのようですので、そこまではしっかりとさせていただ

いて、次の方がどうなるかというのはまた、事務局とも相談させていただきながら、きちん

とバトンをお渡ししたいなと思っておりますので、どうぞ、今までよろしくお願いしますと、

そして今まで大変ありがとうございました。１年の会長でございましたけれども、すみませ

ん。ありがとうございます。 

（伊藤委員） 

 会長さんのあとでとても話しにくいのですが、何も内容が分からず、途中で何か引き受け

て、この席に先回座ったのですけど、資料の多さにびっくりして、なんて私勉強不足なのだ

ろうと思って。今回送られてきたのは、ちょっと少なかったので、少ないなと思いましたが、

入っていなかったのがあり、やっぱり多いのですよね。 

 私は図書館というと、私は本当に年代がずっと上ですので、本に囲まれて仕事ができるな

んてすごいいいなというイメージというのかな。最近は読み聞かせとかね、ゼロ歳児のなん

とかっていろいろ見るのですけど、違っていましたね。すごく皆さんの大変さ。こういう資

料を作って、いろんなものを企画して提案して、それを肉付けしたりそぎ取ったりして、こ
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こに載せるわけですから。本当に職員の数ではなかなか回っていかないのではないか。いや、

私、いらぬ心配ですけど。ただ本の中で、私なんか、新刊が出ると、今はちょっと目が悪く

てあれですけど、第 1版が欲しくて、本屋さんへ行った覚えがあるのですね。自分の好きな

作家とかね。でも今それはちょっと遠のいていますので、心を入れ替えて、これから皆さん

の苦労を感じながら、少し活字に触れていこうかなと思っています。 

 本当、今回 2回目でしたけど、ちょっと分かりかけてきましたけど、ちょっと遅いもので

すから、鈍いものですから、皆さんのお話をいろいろ聞いた感じで。やっぱり図書館の職員

の皆さんって、大変ですね。ありがとうございます。どうも失礼しました。 

（渡部委員） 

 私は一般公募、公募委員として 2年間委員をやらせていただきましたが、実は来年度から

は、私、もともと矢代田小学校の地域教育コーディネーターをしておりまして、そちら側と

いう感じで、また来年度からお世話になります。秋葉区民、一般市民としてからの目で見た

図書館。あとは私小学生の子どもが２人いますので、その母親として、子を持つ母親として

からの目線と、あとは読み聞かせのボランティアもしていますので、そこからの視線と、あ

とは学校関係者からの見た図書館ということで、より良い図書館になるように頑張っていき

たいと思います。来年度からもよろしくお願いいたします。 

（事務局・高橋） 

 ありがとうございます。では最後に石田館長より閉会のあいさつをさせていただきます。 

（館 長） 

 ちょっと時間押してしまいましたが、皆さん、本当に雪が降ってまいりました。今日はお

時間を割いていただきまして誠にありがとうございました。また、議事の中でも貴重なご意

見をいただきまして、大変参考になりました。やはり、頭が固いのですね、役所の人間は。

目からウロコな意見がいっぱい出てきまして、本当にありがたいと思っております。これを

もってまた館長会議に臨みたいと思います。どうもありがとうございました。 

（事務局：高橋） 

 ありがとうございます。お疲れ様でした。では来年度の協議会のことについてなのですが、

第 1回目は今年の 7月の予定でおります。また詳細が決まりましたら改めてご連絡いたしま

す。 

 では、以上をもちまして本日の新津図書館協議会は終了とさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 


