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平成２９年度 第１回 新潟市立新津図書館協議会 会議録 

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

                 会 場：新津図書館 研修室 

開催概要 

○ 名称  平成２９年度 第１回 新潟市立新津図書館協議会 

○ 日時  平成２９年６月２９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〉村瀬委員 町田委員 井浦委員 大瀬委員 清水委員 

永井委員 中野委員 渡部委員     

    〈事務局〉石田館長 簑和主査 森主査 渡部主事 

    〈傍聴者〉３名 

１ 開会

２ 委嘱状交付

３ 館長あいさつ

４ 自己紹介

５ 正副会長選任

６ 正副会長あいさつ

７ 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

（資料 No.１・２・３）

  （２）平成２９年度 新津図書館事業計画について（資料 No.４）     

（３）平成２９年度予算について（資料 No.５）                      

（４）「図書館へのたより」・市民からの意見等について（資料 No.６）

（５）「もっと身近な図書館サービス」について（資料 No.７）

（６）平成２８年度及び平成２９年度図書館評価について（資料 No.８）

８ 閉会
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１ 開会

２ 委嘱状交付（配布資料確認）

（司 会） 

 これから平成２９年度第１回新潟市立新津図書館協議会を開催いたします。 

 本日、進行を務めさせていただきます新津図書館の簑和と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

 開会の前に委嘱状の交付を行いますが、今年度は２年任期の初年度にあたります。継続さ

れる委員の皆さんにも委嘱状が交付されます。今後２年間、よろしくお願いいたします。略

儀ながらお席に置かせていただきましたので、ご了承くださるとともに、ご確認をお願いい

たします。 

 次に、本日は全委員の方からご出席いただきました。出席委員が８名で、新潟市立図書館

協議会運営規則第４条に規定する、会議の成立に必要な委員定数の半数以上の出席がござい

ますので、会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

 また、会議におきましては発言を記録させていただき、議事録として後日ホームページで

公開いたしますので、ご了承をお願いいたします。 

 続きまして、本日の会議は傍聴することができます。現時点での傍聴者の方は３名です。

傍聴者の皆様は、新潟市立図書館協議会の傍聴に関する要領に従って傍聴していただきます

よう、お願い申し上げます。 

 続きまして、資料の確認をお願いします。事前にお配りした資料のほかに、本日、追加で

お配りする資料が机上にございます。大変恐縮なのですけれども、皆様に事前にお配りして

いる資料に一部誤りがありましたので、差し替えをお願いいたします。今、お配りいたしま

す。傍聴人の方の資料には正しいものが入っておりますので、大丈夫です。 

 差し替えの資料は№１の②、№２の②、№４の①でございます。 

（司 会） 

 開会前に配布となりまして申し訳ありませんでした。改めて、事前配布した分を含めまし

てご確認をお願いしたいと思います。事前にお配りしました資料のうち、資料№１①「平成

２８年度新津図書館事業報告」。資料№１②「平成２８年度視聴覚ライブラリー事業報告」。

資料№２①「平成２８年度学校団体貸出統計各区校種別」。横になりますが資料№２② 

「平成２８年度教材・機材貸出実績」、ホッチキス止めの資料になります。資料№３「新津

図書館研修室利用状況」。資料№４①「平成２９年度新津図書館事業計画」。資料№４②

「平成２９年度視聴覚ライブラリー事業計画」。資料№５横紙の「平成２９年度予算内訳」。 
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ここまでは事前にお配りした資料です。 

 また、今年度から新たに委員に就任された方のみに事前にお送りしたのですけれども、 

資料Ａから資料Ｇまで、図書館協議会について、図書館法、図書館条例等、関係する条例や

規則、法律等を参考にお送りしております。ＡからＧまで７種類ございます。 

 当日追加資料といたしまして、黒いクリップで止めてあるほうです。次第、委員名簿、座

席表。資料№２③「平成２８年度秋葉区図書館・図書室利用統計」。資料№６「平成２８年

度新津図書館 図書館へのたより」。資料№７「もっと身近な図書館サービスについて」の

資料。３枚ホッチキス止めになっている資料№８、事業評価シートです。そのほかに、クリ

アファイルの中に、参考といたしまして新津図書館の利用案内、携帯用のカレンダー、図書

館だより６月号、直近の催し物のチラシとしまして、シアターのチラシと、Ａ３で折ってあ

ります平成２７年度の新潟市立図書館施策事業評価シートというものをお配りしております。

不足等、ございませんでしょうか。大変お手数をおかけいたしました。 

 続きまして、新津図書館長からごあいさつを申し上げます。 

３ 館長あいさつ

（館 長） 

 皆さんおはようございます。本日はお忙しい中、新津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。新津図書館長を拝命しまして２年目となりました。昨年度

１年間は皆様にお世話になりっぱなしで、ありがとうございました。今年度は少しでも皆さ

んのお役にたてるような図書館を作っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 今年度から新しく委員をお引き受けいただいた方が３名いらっしゃいますので、簡単では

ありますが図書館協議会についてご説明させていただきます。 

 図書館は、図書館法という法律に基づいて設置、運営されます。そして図書館法第１４条

に、図書館協議会は図書館の運営に関して館長の諮問に対する答申を行い、図書館の提供す

るサービスについて意見を述べる機関と定められております。皆様から忌憚のないご意見を

たまわりまして、地域の皆さんと共に成長する有機体となりたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

４ 自己紹介

（司 会） 

 続きまして、委員の皆様から自己紹介をひとことずつお願いします。町田委員から時計回
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りでお願いしてよろしいでしょうか。 

（町田委員） 

 図書館協議会委員を務めさせてもらっています、読み聞かせボランティアをやっています

町田佐和子と申します。 

（永井委員） 

 おはようございます。今年度から図書館協議会委員を仰せつかりました小合中学校の永井

と申します。この４月より校長を拝命いたしまして、小合中学校に勤務しております。それ

までの間、市の教育委員会のほうに４年間おりまして、いわゆる学校現場は少し離れていた

ものですから、子どもたちの図書館の利用状況とかそういったところもまだまだ十分把握し

ていないところもありますが、この機会に私自身の勉強としてもまた高めていきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 

（井浦委員） 

 ごめんください。小合地域でコミュニティセンターを基本に読み聞かせの会をやっており

ます井浦と申します。子どもだけではなく、最近はお茶の間サロンにもおじゃまして、皆さ

んと共有できるようになってきました。楽しい読み聞かせをしながら、みんなと力を合わせ

て、絵本の良さや本の良さを皆さんに知らせていきたいと思います。よろしくお願いします。 

（中野委員） 

 皆様、おはようございます。新しくきれいな校舎になりました第一中学校、その隣はすば

らしい文化会館、それがある新栄町に住んでおります中野英子と申します。このたび公募さ

せていただきました。私は塾をしておりまして、子どもたちに毎日のように接しております

ので、今回、非常に関係があるかなと思いまして応募させていただいたところでございます。

皆様はベテランの方もいらっしゃるようでございますが、微力ながら、少しでもこの新津図

書館がパワーアップしていただけたらと思います。精進し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。 

（清水委員） 

 皆さんおはようございます。本年度から仰せつかりました、一般社団法人新津青年会議所

の今年度副理事長をさせていただいております清水優一と申します。私自身もまだ小さい子
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どもがいまして、私たちと同世代の意見を発言させていただければと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

（渡部委員） 

 おはようございます。旧小須戸町の矢代田地区の矢代田小学校で地域教育コーディネータ

ーをしております渡部規久子と申します。こちらの協議会委員名簿なのですけれども、矢代

田小学校コーディネーターとなっていますが、正しくは，矢代田小学校地域教育コーディネ

ーターとなっています。普段、仕事は地域教育コーディネーターとして学校と地域をつなげ

るお仕事をしております。そのかたわら、おもに小須戸地区を中心に読み聞かせボランティ

アとしても活動しております。よろしくお願いいたします。 

（大瀬委員） 

 おはようございます。秋葉区にあります放課後児童クラブに勤務しております大瀬葉子と

申します。よろしくお願いいたします。３年目になりましたが、振り返ってみても、この丸

２年間何をしていたのかと、少し自分でも本当に申し訳ない気持ちになるのですけれども、

図書館には学童の子どもたちがいつも大変お世話になっておりまして、ありがたいと思って

おります。もう１年、自分が勉強するつもりで参加させていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

（村瀬委員） 

 おはようございます。新潟薬科大学の村瀬と申します。薬科大学といっても、薬剤師でも

薬の専門家でもなく、まちづくりとか地域活性化に関するような取組みを行っております。

薬科大学といっても、地元の大学はもっと地域の方、地域に寄り添って何か一緒に連携して

やっていくとか、地域の活性化に貢献していくというところを大学としても掲げておりまし

て、私は今年、大学としては着任して３年目になります。それまでは民間企業で働いており

まして、今回、大学の教員という立場ではあるのですが、民間企業の目線などももって何か

貢献できたらと思っておりますので、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。 

 続いて、事務局の職員の自己紹介をしたいと思います。 
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（館 長） 

 新津図書館長の石田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局：簑和） 

 新津図書館の簑和と申します。新津図書館で２年目になります。庶務や施設の管理、予算

を担当しております。昨年度は，皆様の意見を聞いて、改善できる部分もいただけたという

ことで、本当にありがたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。 

（事務局：森） 

 新津図書館の森です。今年異動してきまして１年目になります。よろしくお願いします。 

（事務局：渡部） 

 新津図書館の渡部と申します。よろしくお願いいたします。本年度、再任用で１年目とい

うことで、視聴覚ライブラリーと研修室の貸出業務を担当しております。よろしくお願いい

たします。 

５ 正副会長選任

（司 会） 

 続きまして、会長、副会長の選出を行いたいと思います。新潟市立図書館協議会運営規則

第２条に、会長及び副会長は委員の互選により定めるとありますが、いかがいたしましょう

か。 

 ご意見がないようでしたら、事務局であらかじめ案をご用意しているのですけれども、提

案させていただいてもよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、会長には、これまでの委員経験や経歴を考えまして村

瀬委員が適任と思います。副会長には、これまでも副会長として経験豊富な町田委員が適任

かと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（拍手） 

 ありがとうございます。ただ今、会長には村瀬委員、副会長には町田委員をご承認いただ

きました。 

 それでは、会長、副会長は、席を正面の席にご移動をお願いいたします。 

 それでは、改めまして会長及び副会長よりごあいさつをお願いいたします。村瀬会長、よ

ろしくお願いいたします。 
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６ 正副会長あいさつ

（会 長） 

 このたび、僭越ながら会長の職を拝命いたしまして、大変恐縮でございます。会長といい

ましても、私の力だけではこの図書館をもっと活性化していくというようなことは無理な話

でして、委員の皆様のお力添えがあってこの協議会が成り立っていくものだと考えておりま

す。私も微力ながら尽力していきたいと思っておりますので、なにとぞ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。続きまして、町田副会長、よろしくお願いいたします。 

（副会長） 

 副会長ということで、なかなか私もあまり活躍できないかなと思いますが、村瀬会長を補

佐して、皆様の意見をまとめて、一生懸命やっていきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

７ 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）平成２９年度 新津図書館事業計画について

（３）平成２９年度予算について

（司 会） 

 ありがとうございました。それでは、このあとは会長に議事進行をお願いいたします。村

瀬会長、よろしくお願いいたします。 

（会 長） 

 よろしくお願いいたします。それでは、議事に沿って進めたいと思います。 

 最初に、次第の（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）

「平成２９年度新津図書館事業計画について」、（３）「平成２９年度予算について」、こ

ちらのほうを続けて事務局よりご説明をお願いいたします。 

（事務局：簑和） 

 議事のうち、平成２８年度の事業報告については、１月末までの途中経過といたしまして

昨年の３月に行った協議会で説明しておりました。同じく、平成２９年度事業計画も（案）

として３月の協議会でご説明しているわけなのですが、今回は初めての方もいらっしゃいま



 - 8 -

すので、先回の説明と重複する部分もございますが、確定した内容として改めてご説明いた

します。では、各々の担当が説明いたしますので、よろしくお願いします。 

（事務局：森） 

 それでは、資料１①のほうから、「平成２８年度新津図書館事業報告」といたしまして、

森が報告いたします。 

 １の児童ですが、（１）事業の「①おはなしのじかん（共催）」と書いてありますが、こ

れは平成２７年度と比べて３パーセントの増加になっております。実施回数が増えて、若干

参加人数が減っています。 

「②おはなしのじかん（ボランティア）」と書いてあるほうについて、合計で見ると平成２

７年度と比べて１．６パーセント増となっております。内訳として「おやこ」と書いてある

ものが「小さい子の読み聞かせ」で、ゼロから３歳児の赤ちゃんとその保護者向けのもの、

その斜め下左側に書いてある「幼児から」が新津図書館での読み聞かせになります。この二

つは減少しておりまして、荻川地区図書室と小須戸地区図書室の読み聞かせが増えています。

荻川地区図書室は昨年度１１月から３月まで休室していましたので、その分前年度より実施

回数が増えて、人数も増えています。金津地区図書室は、実施回数が減って人数も減ってい

ます。荻川地区図書室と小須戸地区図書室の増加分が全体の人数を押し上げて、わずかな増

加につながっています。 

 こちらには書いておりませんが、ブックスタートの事業というものもありまして、これは

１歳児歯科健診のときに絵本の読み聞かせをして、１冊、赤ちゃんに本をお渡ししているの

ですが、対象となる人数が増えているため増加しています。 

 「③その他事業」のところをご覧ください。 

「カードを作ろう」「ちいさい子のクリスマス会」「クリスマスカードを作ろう」も、ボラ

ンティアさんに協力していただいて実施しています。「未就園児広場」というのは、保育園

や幼稚園での育児相談に合わせて、月１回ボランティアさんに行っていただいて読み聞かせ

をするということをしていました。映写会については、後ほど渡部より報告がございますの

で省略いたします。 

 「（２）施設見学・職場体験・講師派遣・ボランティア紹介」についてなのですが、小中

学校の体験学習はおもに中学生で、昨年度並みとなっております。受け入れ可能人数がだい

たい２人か３人くらいなので、４校だとこのくらいの人数になります。それから、読み聞か

せや施設見学、幼稚園や小学校ですとか学童保育の皆さんも来られるのですけれども、だい

たい平成２７年度と同じくらいの数字です。 
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 次に、２の一般向けの事業ですが、こちらも昨年度、１月までの報告が終っておりますの

で、新規委員の方に向けた内容説明のみいたします。行政書士無料相談会が少し分かりにく

いかと思いますので説明しますと、内容は遺言や相続、エンディングノートについての相談

で、平成２７年度から始めました。 

 その次の子どもの読書週間行事の講演会は、新潟の作家の正道かほるさんにお願いしまし

た。 

 「読み聞かせボランティア養成講座」は、新津図書館や地区図書室でのボランティア活動

ができる方を募集する意味でと思っていたのですけれども、すでに活躍されている方の参加

が多く、ボランティアさんの獲得は１名でした。 

 「わたしの一冊」というのは、読書週間行事でお薦めの本を紹介していただきました。 

 読書ノート配布は好評でした。「古い雑誌をお分けします」は保存年限を過ぎた雑誌やご

寄贈いただいたけれども受入をしなかった図書を持っていっていただく事業で、年１回、行

っています。 

 「ブックスタートボランティア養成講座」については、平成２７年度は実施できませんで

したが、平成２８年度は実施することができました。 

 それから、「書架整理ボランティア」ですが、年々数が減少しておりまして、昨年度に比

べて減っております。 

 以上が新津図書館の事業報告となります。 

 地区図書室の報告については、荻川地区図書室の「たなばたのつどい」「クリスマス会」

がボランティアさんの活動により実施し、盛況でした。 

 長くなりましたが以上で報告を終了させていただきます。 

（事務局：渡部） 

 次に、資料№１②「平成２８年度視聴覚ライブラリー事業報告」を行います。 

 「教材供給」につきましては、教材選定委員会を設けまして、教材の選定を行っておりま

す。２回の選定委員会を行いまして、各選定委員につきましては各区より１名ずつ、８区の

うち４区からは公民館職員、４区からは保育士さんにお願いしております。その他、学校教

育についてはアンケート調査で対応しておりまして、学校教育教材２５本、社会教育４５本

という購入になっております。 

 それから、「教材・機械の貸出」として，宅配で各ご希望の所在地に宅配しておりますが、

その件数が１，１６４件ございました。こちらにつきまして、費用については私どものほう

でもっております。 
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 「広報・啓発」につきましては、教材目録の追加版として利用団体様に配布しております。

あと通年の図書館だより、ホームページ、区だより等に掲載しております。 

 「研修・講習」は、今回はスライド映写機研修を２回行いました。 

 「学習機会提供」につきましては、各長期の休み、春休み等に行っておりまして、子ども

向けアニメの映写を行いました。春は４回で５０名、夏は３回で１３７名、冬は１回で６４

名でした。図書館シアターにつきましては、平成２８年度から定期的に月１回行っておりま

して、６月から３月までの期間で実施し，年頭の１月だけお休みさせていただきまして計９

回行うことができました。参加人数は２３２名でございました。 

 以上、ライブラリー関係の報告を終わります。 

（事務局：森） 

 続きまして資料№２①「平成２８年度学校団体貸出統計各区校種別」をご覧ください。 

 表の補足をしますと、団体の場合、「内 搬送冊数」というような数が書いてあるのです

が、これは図書館のほうから宅配便で小中高校に配送便で送るサービスで、窓口での貸出と

合わせた数が全貸出冊数になります。 

 平成２８年度は全体的に減少しておりまして、前年度比の割合が７８パーセントですとか

７７パーセント、３３パーセントとなって減少しています。平成２７年度の報告の際には、

「平成２７年度が非常に増えました。」ということで報告しております。これは、活用推進

校事業で推進校からの依頼が増加していたためで、平成２８年度は活用推進校の指定が外れ

たため、また減少したと考えられます。また、各学校の司書さんが異動で替わられると利用

が増減する傾向がありまして、よく利用してくださった司書さんが平成２８年度に異動され

たということがあり、減少したと考えられます。 

 「その他」の部分については、秋葉区の場合、利用が増えています。 

次に、資料№２③「平成２８年度秋葉区図書館・図書室利用統計」、個人になります。こち

らを簡単にご説明いたします。 

 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。昨年度と比較しま

すと、新津図書館は貸出人数、貸出冊数、登録者数とも微減、予約件数は微増になっていま

す。地区図書室のほうは、荻川地区図書室がすべての数値で前年度を上回っております。こ

れは、※のところに書いてあるように、平成２７年度に改修工事のため臨時休館の期間があ

って、そのぶんの開館日数の差で増加しています。また、金津地区図書室はわずかに減少が

見られています。小須戸地区図書室については登録件数以外のすべての値が増加しています。

平成２８年度７月からまちづくりセンターの開館時間に合わせて開室を９時に変更したので、
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その改善が利用増加につながったのかと思います。 

登録件数については、利用登録を平成２７年度に改めて登録という形で行ったため、平成

２８年度は通常の値になったと考えられます。 

予約件数は、平成２８年度８月末から、小須戸地区図書室のみですがメールでの予約を開

始しました。それが引き金となって来館者が増えて、また予約するというサイクルができて

いたのではないかと考えています。 

 下の段は、参考として中央図書館および各区の中心館の数値を入れた表になっています。

予約の件数が西川図書館以外の館で増加傾向にありますが、貸出冊数、貸出人数は微減とな

っております。 

 以上となります。 

（事務局：渡部） 

 次に、資料№２②「平成２８年度教材・機材貸出実績」をご説明いたします。 

 年々、１６ミリ映写機のほうの貸出数が減っております。それとともに、学校教育での貸

出が減少しております。総計で、前年度より６３件減っております。それに代わり、市立保

育園など保育園関係の貸出が増えております。こちらの機材の数は昨年度よりも総計で１７

２件増えておりますが、視聴覚教材の総計は前年度より１０１件減っております。１６ミリ

フィルムつきましては前年度より２１件減っておりまして、ビデオテープも前年度より４６

件減っております。ＤＶＤにつきましては前年度より３４件減りまして、総計で１０１件減

っておりますが、実際にはプロジェクター等の貸出が増えておりまして、総体的には７１件、

前年度より増えております。 

 「登録団体の推移」ですが，一般が増えておりまして、一般の団体が前年度より２１増え

ております。一般の団体につきましては、けっこう高齢者の団体が増えております。 

 続きまして研修室の利用ということで、資料№３になります。前年度資料がなくて大変申

し訳ございませんが、昨年度は開館日数が前年度より１日少なかったのですけれども、全体

的に増えておりまして、昨年度に比べますと利用件数が 46 件増えまして、人数もトータル

で４，５１８人ということで１，３６５人増えております。 

 以上です。 

（事務局：森） 

 続きまして資料№４①をご覧ください。「平成２９年度新津図書館事業計画」を説明させ

ていただきます。 
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 児童向け事業につきましては、昨年度と同様に読み聞かせ、「ブックスタート事業」を実

施します。夏休み事業も「一日子ども図書館員」が８月７日、手作りカードは「しかけ本を

作ろう」というタイトルで７月２９日に予定しています。 

 学校・園への支援についても、職場体験は５月に１回、９月以降も３校から問い合わせが

あり、受入れをする予定になっています。保育園、幼稚園への読み聞かせも６月に２件の依

頼があり、読み聞かせを楽しんでいただきました。今後も依頼があれば受け入れてまいりま

す。 

 一般向けの事業としましては、雑誌等の市民還元ということで、読書週間事業として、秋

の１１月３日に、図書館で保存年月を過ぎた雑誌をお分けするという事業を予定しています。

また、講演会につきましては、秋の読書週間事業として１回、秋葉区の歴史などについて講

演会を催す予定です。行政書士無料相談会については、４月から６月にかけて３回実施して

終了しました。 

 ボランティア支援といたしまして、読み聞かせボランティア、ブックスタートボランティ

ア、書架整理ボランティアさんへの支援を行っているのですけれども、読み聞かせボランテ

ィア講座は、昨年度、入門講座を開催し、好評でした。今年度はステップアップ講座として、

秋に当館職員で２回実施したいと考えております。 

 広報についても、展示、図書館だより、ＦＭにいつなど、広報できる場はできるだけ活用

して努めてまいりたいと思います。 

 次のページの地区図書室についても、昨年度と同様に、「絵本の読み聞かせ」「たなばた

のつどい」「クリスマス会」を実施する予定です。荻川地区図書室の「たなばたのつどい」

はこの次の土曜日、７月１日１０時半からボランティアさんと実施予定となっております。

金津地区、小須戸地区図書室もボランティアの方が読み聞かせを行っています。 

 簡単ですが、以上、報告になります。 

（事務局：渡部） 

 資料№４②「平成２９年度視聴覚ライブラリー事業」につきましてご説明します。 

 全体の施策としては、視聴覚教材・機材の充実と効果的な利活用の推進、各種団体への教

材・機材利用の支援、映写会観賞会の定期実施ということです。 

 教材選定につきましては、前年度に続き選定会を開き、今回は６月６日と７月４日の２回、

開く予定です。高齢者の方からのご希望が多くきていますので、高齢者向けの教材を充実し

ていきたいと思っております。 

 教材・機材の貸出事業につきましては、プロジェクター、スクリーンを増やしていきたい
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と思っております。教材の供用については９月末、機材拡充については８月を予定しており

ます。 

 広報・啓発については、ホームページ、教材目録につきましては各利用団体に追加目録と

して配布いたしますし、区だより等を活用していきたいと思います。 

 プロジェクター講習等の講習会につきましては、定期的なものは予定していませんが、希

望があれば随時行っていきたいと思います。 

 子ども映写会につきましても、前年度同様、夏休み、冬休み、春休みに実施していきたい

と思っております。市民映写会につきましても、昨年より始めました定期的な映写会を、今

年も６月から３月に向けて、年頭を除きまして行っていきたいと思っております。 

 以上、計画についての説明を終わります。 

（事務局：簑和） 

 続きまして、議事（３）「平成２９年度予算について」説明をさせていただきます。 

 資料№５番で横のもので表と裏があります。表のほうの説明ですが、平成２９年度、中央

図書館から配分されました各市立図書館の予算の内訳になります。新津図書館の部分をご説

明いたします。事業ごとの内訳になります。 

 子どもの読書環境整備事業費といたしまして、読み聞かせのボランティア養成講座の講師

謝礼として７万６，０００円を計上しています。読書普及事業費の資料購入費と事業費では、

図書館の使命ともいえる書籍等を購入、整備するための経費になりますが、各々１，０２０

万４，０００円と、１３５万３，０００円になります。視聴覚ライブラリー事業として、こ

ちらは新津図書館のみで行っている事業ですが３１８万円。図書館協議会費として３０万円。

地区図書室管理費では、荻川、及び金津地区図書室の臨時職員の賃金がおもになりますが７

１０万７，０００円。図書館管理運営費では、維持管理に要するすべての費用になりますが 

１，９９４万１，０００円を計上しています。図書館管理運営費（プロポ分）とあるのです

けれども、現在、図書館の窓口業務を業者に業務委託をしておりまして、その委託料として

２，７０６万２，０００円を計上しております。日本図書館協会負担金として２万３，００

０円。新津図書館として配分された経費は、合計６，９２４万６，０００円となりました。 

 次に裏面を見ていただいて、今ほどご説明いたしました新津図書館の事業費の費目別、

節・細節別の内訳になります。前年度予算との比較になっております。真ん中に、当初予算

の内訳欄に主な経費を集約して載せております。 

 特徴的な項目を申し上げますと、主に需用費で光熱水費が大幅に減額できまして、新館に

改築して、毎年、実態に応じて経費節約等が進みまして、減額が可能になりました。委託料
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の部分ですが、新館オープンから３年が経過しまして、清掃、警備、空調の点検など３年間

の長期契約で業務委託をしておりますが、その契約が今年度全部期限が切れて改めて再度の

契約になります。どうしても物価、人件費の高騰もあり、増額となりました。資料購入費で

は、１８万５，０００円の減額となっています。総額では、前年度より４１万９，０００円

の増額となりました。 

 厳しい財源の中ではありますが、消耗品、光熱水費等を減額して切り詰められるところは

対応してまいりたいと思います。予算についての説明を終わります。 

（会 長） 

 どうもありがとうございました。 

 今の事務局のご説明で、ご質問やご意見がございましたら挙手をお願いします。いかがで

しょうか。 

（永井委員） 

 永井です。 

 資料１①の表の見方を教えてください。それぞれのところで、各月、回数と実施回数があ

るのですが、この回数というのは予定回数と解釈してよろしいのでしょうか。 

（事務局：森） 

 そのとおりです。例えば１１月を見ていただくと、予定回数は１５回で実施回数は１４回

になっています。この差というのは、実施予定ではあったのですけれどもお客さんが来なか

ったということで、参加者がゼロだったということになります。 

（永井委員） 

 はい。ありがとうございました。 

 関連してよろしいですか。 

 同じ資料№１①の裏側一番下３番、図書館ボランティア関連の①配架書架整理ということ

で、ボランティア数と関係もあるかもしれませんけれども、予定回数と実施回数がかなり違

っています。各月、２５、２６、２７回くらいの予定回数に対して、実施回数が５、６、７

回、１０回というところでありますけれども。 
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（事務局：森） 

 予定回数は特に制限を設けておりませんで、毎日、開館している時間は実施できるように

しているのですけれども、実際にボランティアさんが来られた回数が実施回数になっており

まして、だいたい１人か２人かそれくらいいらっしゃるので、こういった、だいぶ回数と実

施回数の差が大きい回数になっています。 

（永井委員） 

 ありがとうございました。 

（会 長） 

 それであれば、もうここの３番の図書館ボランティア関連のところ、回数とかを削ってし

まっても、もしかしたらいいかもしれませんね。毎日されているということでしたら。 

（永井委員） 

 そうですね。 

（会 長） 

 私もこの回数のところ、少し、どのように見たらいいのかと思ったところでしたので。そ

れでも多分、分かると思います。 

 ほかにご質問やご意見等、いかがでしょうか。 

 なければ私から。もしその間にほかの委員の方からご質問がありましたら言っていただけ

ればと思います。 

 私から一つよろしいでしょうか。資料４①になりますが、平成２９年度の事業計画案です

が、こちらの計画案の中で、昨年度との違いになりますけれども、新たに実施されたものと

か、思い切って止めようというご判断を入れられたものがございましたら教えていただけれ

ばと思います。 

（事務局：森） 

 新たに入れるというものはないのですが、一つ止めたものがあります。その表には抜けて

いるので止めたことが分りにくいのですが、保育園と幼稚園の育児相談に合わせて「未就園

児広場」というのをボランティアさんに行ってもらってやっていたのですが、これがボラン

ティアさんの負担が大きくなってきてしまったので、思い切って止めることにいたしました。 
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（会 長） 

 「未就園児広場」ということですね。はい。新しいもの、今年度は特になかったというこ

とですけれども、やはりご負担もいろいろ大きくなっているところだと思うので、止められ

るというようなことも考えていかれてもいいのかなと思って伺った次第でした。ありがとう

ございます。 

 ほかに、ご意見やご質問等はございませんでしょうか。 

（副会長） 

 今の「未就園児広場」なのですが、私もボランティアで昨年行っていたのですが、市内の

保育園とかに併設で未就園児を集めて遊んだりする広場になっています。大体、朝、午前中

の１０時半とか１１時に来てくださいと言われて、そこで２０分くらい読むのです。だいた

いボランティア２人か３人で行っています。 

私は「小さい子の読み聞かせ」をやっているので、「小さい子の読み聞かせ」は毎週火曜

日の１０時半からなのですが、来てくださいというのは火曜日とか木曜日とか言われること

が多くて、「小さい子の読み聞かせ」で３人ボランティアを取られて、そちらにもまた２人、

３人というのがやはり少し負担が多くて、私たちのグループでは少し無理かなということが

ありました。また、保育園の「未就園児広場」もですが、保育園の子にも読み聞かせをして

ほしいというお話もたくさんあって、行ったついでに「３歳児にも読んでもらえないか」と

か、「４歳児にも読んでもらえないか」とか、そういった意見もあって、なかなかそこは手

が回らないから、私たちのグループでは少し無理かなというような経緯がありました。 

（会 長） 

 今、町田副会長がおっしゃっていただいたお話を伺うと、ニーズは相当あると、ただしボ

ランティアのほうが追い付いていないから、泣く泣く止めましたというような、そういうと

ころなのですね。それであれば地域の方のニーズが相当大きくて、未就園児だけではなく、

幼稚園だけではなくて保育園もというところで、ニーズはあるけれどもボランティアの方の

ご負担が大きいということですね。将来的には克服できたら、またニーズが大きいようでし

たら、そういうところに力を入れてもいいのかもしれないと感じました。 

（渡部委員） 

 今ほどのお話なのですけれども、やはり負担が大きい。行くと、園児のほうにも読んでく

れないかとか、そういうニーズがどうしてもすごくあって、そちらの「小さい子の読み聞か
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せ」のボランティアさんたちでは少し対応しきれなくなったということなのですが、そうい

う話は、図書館のほうで聞いて、ほかにも活動されているボランティアグループはいくつか

あると思うのですが、別のところには働きかけはされていなかったのですか。 

（館 長） 

 それはしませんでした。ほかのボランティアさんも、結局、うちで定期的にしてくださる

のもやっとなので。お願いすれば皆さんボランティアさんなので嫌とはおっしゃらないと思

うのですけれども。その「未就園児広場」は、図書館が働きかけて、希望はありませんかと、

まず幼稚園、保育園のほうに問い合わせをして、回答が戻ってきて、それを割り振っている

という方法を取っていました。しかし、依頼されれば、来てくださいと言われれば行かない

わけではないので、それであれば、わざわざ無理をさせるよりは、ご希望、要望を言っても

らって行けばいいかなというふうにシフトする、やらないというのではなくて、そういうふ

うにしました。 

（渡部委員） 

 分りました。 

（永井委員） 

 内容とは関係ないかも知れませんが、今ほどの話題で、ボランティアさんがなかなか人数

的に厳しい部分もあるということなのですけれども、そういった人材を確保するというその

方法というのは、どのようにされているのでしょう。 

（館 長） 

 それはずっと、村瀬委員はご存じかと思うのですけれども、町田委員もご存じだと思うの

ですけれども、ずっと図書館の課題になっていまして、ボランティア講座、読み聞かせ講座

はやるのだけれども図書館のほうに登録が少ない。ボランティアグループで活動してくださ

っている皆さんにも来てもらって、勧誘というのでしょうか、新人さんたちに働きかけをし

ていただいたりするのですけれども、やはりどうしても自分の地域に戻っていきたい。だか

ら、新津で講座をしたからといって、秋葉で講座をしたからといって秋葉で活動するのでは

なく、実を言えば東区なのですとか、ほかのところなのですという方が多いので、どうして

もそうなってしまうので、なかなか確保が難しい状態です。どうしても図書館で読み聞かせ

をする以上は図書館の講座を受けてくださいとお願いしていますので、それも少しレベルを
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上げてしまっている、ハードルを上げてしまっている要因ではあるかと思います。 

（永井委員） 

 そのあたりが長年の課題であるということになると、何らかの方策を打っていかないと、

要するに光明が見えないといいますか、場合によってはこのままボランティアさんが、例え

ばずっと同じ方が頑張ってくださっていてご高齢になって止められる方がいるとか、そうす

ると新しい方が入らない限りは事業の継続ができないわけですよね。そこまで、一つ、考え

ていかなければならないところかと思います。 

（中野委員） 

 初めてなのでよく分らないのですが、そのボランティアさんというのは、今、どのくらい

登録というかいらっしゃるのですか。だいたいで結構です。 

（副会長） 

 色々なグループがあり，私は自分のところしか知らないのですけれども、私のグループは

今、止めたり色々あって１０人くらいでしょうか。「小さい子の読み聞かせ」で毎週火曜日

にやっています。１回３人ずつでやるので、月に１回か２回当番があって、自分たちで調整

してやっているのですけれども、１回か２回当番が当たってくるという感じです。 

 ほかのグループさん、土曜のグループは２人か３人でやっているところがあって、やはり、

どうしても大変と言われています。私も声を掛けられたことがあるのですが、土曜日隔週で

仕事をしているので、いつも入れるとは限らないからお断りしていたりしています。 

あとは、金津であれば金津地区のボランティアさんとか、荻川地区の、荻川でやっている

方とかいらっしゃるので、全体的にどうか、まだ私もあまりよくは分らないのです。 

（館 長） 

 述べ人数でいえば、回数、皆さん多いのですけれども、そのグループ、グループに何人ず

つというのは、だいたい多くて１０人、少ないところは３人とか、それでやっていると思い

ます。お一人の方がけっこういろいろなグループに所属していて、いろいろ活動を広げられ

ている方もいらっしゃるので。図書館の都合ばかりを押し付けるわけにもいかないです。や

はり学校もありますし。 
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（中野委員） 

 仕事をしている方もいらっしゃるみたいですからね。そこが課題ですね。 

 町内のほうで、先回、読み聞かせを、高齢者なのですけれども、依頼しまして、おいでい

ただいたことがあるのですが、３名いらっしゃいました。 

（副会長） 

 そうですね。やはり同じ人が３冊読むよりも違う人が読んだほうが、演じるまでいかない

のですけれども、やはり伝わり方が違ったりするので、なるべく、言われれば３名、どうし

ても無理であれば２名行くような感じでやっています。 

（中野委員） 

 ありがとうございます。もう少し地域で呼びかけるとかですね。 

（会 長） 

 昨年度に渡部委員から教えていただいたところだったと思うのですが、矢代田小学校のケ

ースだと、年間７回、各学年に読み聞かせに行かれるということで、これだけで４２回とい

うことでした。一つの団体の業務の負荷というのがどのくらいなのかと私もイメージができ

なかったのですけれども、それプラス幼稚園も、また別途３回あるというようなそういうお

話だったと思うのですが。 

（渡部委員） 

 そうですね。 

（会 長） 

 そこは永井委員がおっしゃっていたように、やはり抜本的な問題解決に着手しないと、人

手不足というところ、これだけニーズがあるのに人が足りないと。矢代田小学校のケースだ

と、あと１人は２人足りないと、そのときにおっしゃっていたかと思うのですけれども、そ

のくらいいれば助かるということでした。ほかのグループもあとどくくらい足りないのか、

そしてどのくらいの業務が発生していて、それを何名で回されているのかというところ、そ

ういうところが可視化できれば足りない人数も分ります。場合によってはこの地域で、新津、

秋葉区の地域で、この読み聞かせというところに、ほかの区にはない特色としてここを特化

していこうという方針を図書館として掲げられていくのであれば、例えばほかのコストを削
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減してでもこちらを優先して、一部グループの活動に何らかの費用を援助されるとか、わず

かな金額でも、もしかしたらそれでボランティアが集まりやすくなったり、活動がされやす

くなるかもしれません。まさにその分、「では何を止めるか」ということも同時に進めてい

かれる必要もあると思うのですが、新しいことをどんどんやるだけだと負担も大変になると

思うので、引いていくということも総合的に見直しをして進められていくと、永井委員がお

っしゃっていた抜本的な問題解決のほうに近づいていくのではないかと感じました。 

（永井委員） 

 今の件で、ボランティアの確保そのものが一つ大きな課題であるということで、それは何

とかしていかなければならないということなのだけれども、例えば学校、園の状況で考えた

ときに、いわゆる、子どもたちに読み聞かせをすると、その効果が非常に高いということで

ニーズがあると思うのです。ボランティアを確保することも一つの方法ですし、学校、園の

教職員の読み聞かせの技量を上げると、そういったことでやはり講座を定期的に組むことで、

学校現場、園の先生方の力量を上げることによって、そちらはそちらでうまく回しながら、

それと、ボランティアと並行して活用していくと、そういう方法も一つあるのかなと今少し

思いました。 

（渡部委員） 

 私は普段、小学校に勤務しているのですが、中学校の校長先生のお話ですけれども、先生

たちが練習するというか技量を上げること、もちろんいいと思うのですけれども、時間が取

れるのかなと思います。もちろん学校には司書の方もいて、司書の方からの読み聞かせもあ

るのですが、それぞれの先生方にそれを振るというか、それは少しどうなのかな、今の状況

を見ていると、先生方、皆さんとても忙しそうなので、どうなのかなと正直思いました。 

（中野委員） 

 今の渡部委員のお話に賛成なのですけれども、来年度から前倒しで英語が入ってきたりす

るということで、非常に今、小学校の先生も英語力を上げなくてはいけないということで勉

強中だという噂があるのですけれども、それにさらに国語のほうをするという余裕はないと

思うのです。そうでなくても今、帰ってくる時間が遅いです、前よりは。ですので、やはり、

本を読むことをしたいとは思いながらも、なかなか、先生にそれを依頼するのではなくて、

それこそ学校の図書室があるわけですから、そういうところにお昼休みとかを利用して読み

聞かせをするようなことがあったらいいのではないかと思いますけれども。提案です。 
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（会 長） 

 確かに、ボランティアが不足しているとか、ご負担が大きいというところの解決方法でい

くと、さまざまな視点が出てくると思います。そういう意味だと、最初に永井委員がおっし

ゃっていたような、ボランティアの方以外の力もお借りできたらいいのではないかというよ

うなところもあれば、実態として小学校の先生のご負担が大きいというところであれば、昼

休みに図書室で集まるといったような方法もあるのかと思います。 

 なので、この解決方法というのがいろいろ考えられるのだと思うので、まさにそういうよ

うなところを議論して進めていければ、ここの問題は解決に近づいていくのかと思います。    

たしかに中野委員がおっしゃるような形で、色々な方法があると思います。併せて、ここで

検討していければと思います。 

（井浦委員） 

 今のお話を聞きながらどきどき、私に責任があると思っていたのですけれども。 

 私たちは、図書館が遠いということがまず前提だったので、地域の子どもにぜひ読み聞か

せをということから始まっていまして、今、実際に保育所に月２回、それから小学校では読

書週間のとき、それから幼稚園には依頼があったとき、お茶の間には呼ばれたときというこ

とで、１０人でフルに動いているのですが、その辺はこちらの図書館のほうには報告してい

ないので、図書館事業とはまた違っているので回数にはカウントされていないのですけれど

も、でも実際、地域では、子どもたちに読み聞かせの大切さを伝えたいと思ってやっており

ます。なので、図書館から遠い子どもたちは、地域の人たちが地域の中のボランティアとし

てやることには、乗り物に乗らなくても行けるし、ちょっとした時間を空けて行くことがで

きるのです。 

 自分たちも、スキルアップということで毎月例会をして、読み聞かせのことについての勉

強をしたり、作家についての勉強をしたりとか、自分たちなりの学習をしているのです。 

 なので、ああ私たちのところだけでとどまっていて申し訳ないと、先ほどからお話を聞き

ながら、どきどきしていたのですけれども、そういう活動をしているところも中にはあると

いうことで、お知らせをしました。 

（会 長） 

 ありがとうございます。 

 井浦委員のお話を伺うと、本当にその地域の方がずっとボランティアグループに、読み聞

かせグループに所属するのは大変かもしれないけれども、少しの空き時間で１回だけとか、
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そのために自分で学習するとか、そういうことはできる方もいらっしゃるということで、そ

れこそ、今後の解決の方向性の一つです。けれども、ボランティアグループ、読み聞かせグ

ループがもっとそうやってネットワーク化していって、お互いの人の行き来が、今でも重複

されている方はいらっしゃるということですけれども、もっとこれが柔軟になったり、農業

の援農のようなものでピークのときだけワンポイントで人が支援に伺うとか、いろいろな方

法が考えられるのではないかと、今のお話を伺って思いました。 

 なので、こういうところも、どんどんさまざまな方法がこうやって議論していくと出てく

るというふうに感じたので、ここのテーマについては、本当にしっかりと進めていけたらい

いと思います。 

（４）「図書館へのたより」・市民からの意見等について

（会 長） 

 では、次にいきたいと思います。ご質問がないようでしたら、次第の（４）「図書館への

たより」・市民からの意見等について、こちらにつきまして事務局からご説明をお願いいた

します。 

（館 長） 

 資料№６「平成２８年度新津図書館 図書館へのたより」をご覧になってください。 

 さまざまなご意見、ご要望をいただいております。昨年度はちょうど受理№５０まで、１

から５０まで受け付けをいたしました。内訳というか、中には学習室のクーラーが効きすぎ

て寒いとかのご意見から、運営に関することや、いつもありがとうございますという温かい

お礼のお手紙まで、５０件いただきました。 

 １番と８番にございます利用者用解放端末のインターネットについては、回答にあるとお

り、その子にも何回もお便りをもらうので何回も同じ回答をしたのですけれども、なかなか

動画が見られないということがご不満だったようなのですが、やはり小さい方からご年配の

方までご利用になるインターネットの図書館のパソコンでございますので、アイフィルター

という有害サイトをシャットダウンするシステムを入れております。あと、オンライショッ

ピングもできないようになっておりますし、卑猥な言語に反応してブロックされる、子ども

たちにいかがわしいものが目に触れないようにということでセットしております。 

 あとその他、最近多かったのが人的警備に対する苦情が何回かまいりまして、それは警備

会社のほうに指導をお願いいたしました。対応が威圧的とか、多分皆さん来たときに、入っ

たときに警備員さんが立っていたらぎょっとするのかと思うのです、図書館というところに。
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ただ、当方としましては、単館でもあり、どうしても窓口スタッフ、職員に女性が多いもの

ですから、何かあったときに危ないということもありますし、決して図書館というのは安全

な場所ではないのです。悲しいことに、いろいろな人が来ますので、安全であってほしい場

所なのですけれども、置き引きもございますし、暴言をおっしゃる方も、人を怒鳴りつける

方もお越しになりますので、そういったときにはやはり警備の方がいてくださるほうが安心

です。ほかの業者の皆さんの安全にもかかわってまいります。小さい子どもも来ますので、

そういうときに、今後も人的警備は、新津図書館としては継続していく心づもりでおります。 

 報告は以上となります。 

（会 長） 

 ありがとうございました。 

 では、今の資料６番のところになりますが、こちらのご説明のところで、ご質問やご意見

がございましたら挙手でお願いいたします。 

（永井委員） 

 この質問に対する回答の返し方ですけれども、ホームページか何かで返すのですか。 

（館 長） 

 ホームページには載っていないです。図書館に入った入口の掲示板に、だいたい皆さん匿

名なので掲示をさせていただいて、こういうおたよりがありました、こういうふうにしたい

と思いますと回答します。ご連絡先がある場合は、ご本人にも封書でご回答しております。 

（永井委員） 

 ありがとうございました。 

（会 長） 

 他にございませんでしょうか。さまざまなおたよりがありますのであれですけれども。 

 よろしいでしょうか。それでしたら、次にいきたいと思います。 

（５）「もっと身近な図書館サービス」について

（会 長） 

 ご質問がないようでしたら、次の（５）「もっと身近な図書館サービス」について、事務
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局からご説明をお願いします。 

（館 長） 

 資料№７をご覧になってください。①は、地区図書室の開室拡大を実施いたしましてから

の経緯と、拡大後の時間の違いを載せております。新津は金津、荻川が拡大に参加しており

ませんが、これは、図書館システムがオンラインであるために人を付けないと開館できない

状態にあるからです。そのためにはお金が掛かるので、政策改革本部はお金を掛けないで開

室しろということでしたので対応ができませんでした。その代り、小須戸地区図書室が対応

することができて、逆に言えば、オンラインではないから対応できたということなのです。

小須戸地区図書室をお使いになる方は、オンラインになると新刊本というか自分の読みたい

本がすぐほかのところに回されてしまうので、使わない人はオンラインにしろと言うのです

けれども、使う方はどちらかと言うとという、そういう意見があります。 

 また、３月の協議会で皆さんにもお諮りしたのですけれども、各図書館協議会でご意見を

出してもらって、それをまた正副会長に３月末に中央図書館に集まってもらってご意見をま

とめていただきました。各図書館協議会での意見は、団体貸出の拡大について主な意見とし

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いいことであろうと。

あとは工夫を求める意見として、仕組みはすばらしいけれども、その場でしか読めないので

はなくて、又貸しを想定した運用を考えてほしいというようなご意見がございました。予約

本受取サービスの実施については、住民に周知を図ればうまくいくのではないか、電話やイ

ンターネットで予約して受取場所が連絡所になるというだけでもいいのではないかという方

法論、運用の仕方についてのご意見をいただきました。地区図書室資源の有効活用について

は、廃止や見直しについては、どうしてもなくなるということに地域の方は抵抗がございま

すので、地域の理解を進めてほしい、慎重に進めてほしいというご意見が多かったです。 

 各正副会長からの意見としては、実施する側も利用する方も使いやすいやり方が必要であ

る。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。アフターケアも考えてほしい。

いろいろな発想を取り入れればよろしいのではないかというご意見をいただきました。 

 資料№７②をご覧いただきたいのですけれども、説明が前後しますが、結局、開室時間を

拡大してもさほどの効果が得られなかったのです。色が分れてあります南浜、大形、両川、

赤塚、中野小屋の５室につきましては、平成２９年１０月から予約本受取サービスを試行的

に実施して、まだ地区図書室を完全に閉めるというわけではなくて継続して開室するのです

けれども、そのまま、サービスの窓口を区役所の連絡所のほうに移行していくと。 

 新たな団体貸出制度も１０月から始めますが、資料№７③を見てください。これは３月に
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同じものをご覧になっている方もいらっしゃいますが、新しい方には初めてだと思いますが、

団体貸出の対象を、今まではどうしても学校、保育園、読み聞かせサークル、福祉施設、こ

う言っては何ですが身元のはっきりしているといいますか、我々がお貸ししても安心できる

団体が多かったのです。だからと言って増えたところが安心できない団体だということでは

なくて、今までそういう枠だったので、そういう方たちにしか貸出ができなかったのですけ

れども、コミュニティセンターやまちづくりセンター、子育て支援センターや地域の茶の間

といった、そういったところにも団体貸出を広めていく方法を考えております。それを 10

月から実施する予定です。図書館、図書室を閉室するにあたっては、コミュニティ協議会を

はじめ地域住民の方に説明を行うということで、先ほど申しました５室で準備を進めている

ところでございます。秋葉は、いまのところそういう対象の図書室はございません。 

 もっと身近なサービスに向けた改善は、ただいま説明した新しい団体貸出制度と、連絡所

での予約本受取サービスでございます。 

 ご説明は以上となります。 

（会 長） 

 どうもありがとうございます。 

 今の部分で、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

 では私から。資料№７③の部分ですけれども、又貸しのお話とかそういうことが上げって

いたということですけれども、私もそういうことができたらと思っておりますが、これは今

後、そのような要望があるということをどのような流れでご検討いただけるのかと、そこで

イエス、ノウのようなことがいつくらいまでにいただけるものなのかと。 

（館 長） 

 １０月から団体貸出が開始されますがそれまでには。今、これのプロジェクトチームが組

まれておりまして、スムースに運用するために、システマティックに、こういうときはこう

する、こういうふうにやっていくということを考えるチームがあるのですけれども、そこで

今、又貸しについても検討しておりまして、やはり借りる側は又貸ししてもいいというか、

これを今見たいけれども家に持って帰っていいですかといったときに、借主、責任を持って

借りてきた方がいらっしゃいますが、コミュニティ、自治協議会、会長さんでもだれでもい

いですけれども、「ああいいよ」と言いたいわけです。図書館がいいといっているからと。

そういうことを今きちんと、どういうふうに借りる側に案内するかということを考えている

ところでございます。だめとはならないと思うのですけれども。 
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（会 長） 

 そうですか。これが実現できたらそれこそ大学の、今、新津駅の横のキャンパスの１階に

図書室を設けていますけれども、それでしたら大量にお借りして、学生とか地域の方とかに

貸出をできたら、借りたものをさらに貸し出せるとなると非常にここの利便性が上がると思

いました。ではそのプロジェクトチームが立ち上がって、ご検討されて、ぜひその結果をお

待ちしたいと思います。 

（館 長） 

 １０月にはきちんと結論が出て、運用を開始するときにはそれが出ていないと運用できま

せんので、なると思います。 

（会 長） 

 ありがとうございます。 

（渡部委員） 

 意見というか感想なのですけれども、やはり図書館というのは、子どもたちが歩いて行け

るようなところにあるのがとても理想だと思うのですが、なかなかそういうふうにいかない

ので、コミュニティセンターとかに、今も本当にちょっとあるのですけれども、あること自

体、そこの本が借りられること自体を知らない子もいたりするので、やはり、図書館から来

た本が気軽に借りられるようになるといいと、それがやはり大々的にというか、市民に知ら

れるといいなと思います。 

（館 長） 

 ありがとうございます。 

（６）平成２８年度及び平成２９年度図書館評価について

（会 長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 もしないようであれば、次第の（６）番です。「平成２８年度及び平成２９年度図書館評

価について」こちらのご説明をお願いいたします。 
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（館 長） 

 皆様に本日配布しました資料の中に、Ａ３の折り込んだ平成２７年度の図書館評価の紙を

入れたかと思いますが、実はこれは、昨年度終わりのときに、昨年度委員をしてくださった

皆さんにはホームページで公開しますと言って終わっていたのですが、なかなかお忙しくて

皆さん、いちいち開けて見ている暇もないかと思いまして、平成２７年度の分をとりあえず

印刷してご報告いたします。皆さんからご意見をいただきまして、本当にありがとうござい

ました。 

 ただ、今までこれをしていただいていたのですけれども、予算等、事業等に反映できた部

分もあるのですけれども、協議会の開催時期と、当方の統計等、予算等、決算等のタイミン

グが合っていないということに気が付きました、図書館の職員が。それで、平成２８年度の

評価は、昨年度はこの１回目でお願いしましたが、そうではなく、数値と予算等、決算等が

固まった１１月に平成２８年度の評価をお願いいたします。数値が固まりましてきちんと皆

様にご報告をしている状態から、平成２８年度の図書館の事業について評価をいただいて、

そうなりますと、１１月に行ったものが来年度、平成３０年度の予算等の事業等のシステム

に反映できることになる、そう考えまして、今回はしていただきません。ただ、心づもりと

して、１１月にこういうことをまたするということを覚えておいてください。 

 裏面、資料№８②をご覧ください。ここに今数値を入れていません。どうしても、図書館

の事業報告の数値というのが流動するのです。最後の最後まで、要覧ができる最後の最後ま

で、 

ミスがあったり数え間違いがあったりさまざましますので、それが出てから、きちんと固ま

ってからご報告、数値を入れてまいります。 

 そして、昨年度も、皆さん、平成２８年度のビジョン、図書館の目標というものをご覧に

なっていましたでしょうか。多分、１回目の協議のときは、平成２７年度の評価をしていた

だくことに手いっぱいで、平成２８年度の目標数値等は掲げていなかったと思うのです。そ

れは後出しじゃんけんだよねということで、平成２９年度、今年度は、資料№８③、各ビジ

ョンの全館共通課題に秋葉、新津はどういうことを行っていくかということを明記いたしま

して、これに基づいて事業を展開していきたいと思います。 

 平成２９年度の施策の目標でございますが、「ネットワークを活かした課題解決型図書館」

というところでは、だいたいレファレンスサービスということが、どうしても市民の皆さん

に周知ができないというとおかしいのですが、知っていただけないのです。図書館はこうい

うことをお手伝いしていますということをもっとうまくアピールすればいいのですけれども、

なにせ図書館は広報下手なものですから、奥ゆかしいと言えば聞こえはいいですが、どうし
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ても自分たちがやっていることを吹聴して回れない人が多くて、そうではなくて、皆さんが

疑問に思っていることをお手伝いします、図書館とネットワークを使って、データベースも

ありますので使ってお手伝いしますということを発信していく、プラス、我々の資質向上の

ために研修会等に、館内でも研修しますし、館外での研修にも参加させていくということを

計画しております。 

 「特色ある地域づくりに寄与する分権型図書館」ですが、これは引き続き、郷土資料のデ

ジタルアーカイブ、資料のホームページ公開を行います。インターネット、スマホでも構い

ませんけれども、できる方は「新潟市の図書館」を開いていただいて、少し下の方にデジタ

ルアーカイブという欄がございますので、そこをクリックしていただくと、古地図、新津の

昔の地図とか新潟の昔の地図が書かれたものがアップされていますのでご覧になってみてく

ださい。なかなか面白いです。 

 ３番目、「子どもの読書活動」については、引き続き学校、保育園、幼稚園等への支援と

して、職場体験の受入れ、施設見学の受入れを継続して行ってまいります。 

 あとは、「市民参画と協働を推進するパートナーシップ型図書館」として、ボランティア、

図書館関連機関との連携強化で、市民のボランティア活動が継続できるよう支援や情報提供

を行うということで、今年度はステップアップ講座を開催したり、あとはボランティアの情

報交換会を行いたいと考えております。 

 また、学校への支援ということで、今年度、図書館の２階に教育相談室がございますけれ

ども、教育相談室の子どもに向けての読み聞かせを、先生から要望があったからなのですが、

図書館司書が月１回行うことになりました。 

 ご報告は以上です。 

（会 長） 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、今の部分で、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

 私から一つですけれども、最後のほうでおっしゃっていたボランティアの情報交換会、こ

れはこれまでも実施されていたのですか、それとも今回初めてするのですか。 

（館 長） 

 今までも行っていたのですが昨年度はできなかったのです。年に１回、中央図書館で全館

の読み聞かせボランティアの交流会というのはあるのですけれども、そこでは、今年度はワ

ークショップもあったりしてよかったようなのですが、それではなくて、秋葉区だけの、秋

葉区の中の読み聞かせの方たち、ボランティアさんたちに情報交換していただきたいと考え
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ております。 

（会 長） 

 先ほどまでずっと議論をやっていた、その件の課題解決にまた一歩近づくのかなと感じま

した。よろしいでしょうか。 

（井浦委員） 

 「特色ある地域づくりに寄与する分権型図書館」という項目がありますが、私も、先日、

今津のほうへ行ってきたのですけれども、そのときも、すごく町の偉人などを大事にして、

それを上手に資料館とか色々なところで展示しています。そういうものを見たときに、その

町へ入ったときに、「ああ、ここはこういうことに力を入れている」ということが分って、

図書館にも自然と興味があって、そちらのほうにも足を運んでみようとかというふうになり

ます。展示の仕方というか、メインの場所か、カウンターの場所か、例えばカウンターの前

のところに、今月７月に吉田千秋さんの講演会がありますが、そういうことをきかっけに、

もっと皆さんに知っていただけるようなコーナーづくり、そこは，２階にもあるのですが２

階まで上がってはなかなか見ていただけないので、カウンターのところで、あ、何をやって

いるのだろうという、少し横目に引っ掛けられるような場所があると、もっと、図書館の本

だけを利用する人ではなくて、「あそこへ行ったらこんなのが見られたよ」ということで、

皆さんにもう少し気軽に寄っていただける場所ができるのではないかと思っています。少し、

難しいけれども、レイアウトなどをみんなで考えるのもいいのではないかと思いました。 

（渡部委員） 

 資料№８①の表の下から２段目の一番左側のところの区分で、「子どもの読書活動を推進

する学・社・民融合型図書館」とあって、私は仕事柄、永井校長先生もよく聞く言葉だと思

うのですけれども、この学・社・民融合というのが、先ほどから言っていますけれども、私

は小学校の地域教育コーディネーターをしておりまして、地域と学校パートナーシップ事業

の中にすごくよく出てくる文言なのです。 

 学校側としては、この学・社・民というのは、学校と社会教育施設と民間が協力して、で

きることをそれぞれやって支え合いながら地域全体で子どもたちを育てていこうというよう

な、同じ文言が出てきたので、あっと思って。この説明というのはどうなのでしょうか、や

はり同じような意味合いなのでしょうか。 
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（館 長） 

 同じ意味合いです。同じように動いていますので。同じ役所、教育委員会で設定している

もので。図書館の目標というのは、市のビジョンがあって、秋葉区のビジョンがあって、教

育委員会のビジョンがあって、教育委員会のビジョンの中で、では図書館は何ができるかと

いう図書館ビジョンになっていくので、やはりそこと連携、連動しています。 

（渡部委員） 

 ありがとうございました。 

（会 長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ほかにもしなければ、これで本日の議事を終了いたしまして、進行を事務局にお返しいた

します。 

（司 会） 

 会長、副会長、そして委員の皆様、長時間にわたり、議事、大変ありがとうございました。 

 この会議は年２回開催することになっております。次回は１１月ころを予定しております。

また、中央図書館主催で各地区図書館協議会委員による合同情報交換会が例年秋に開催され

る予定です。いずれも詳細が決まりましたら改めてご連絡いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上をもちまして、本日の新津図書館協議会を終了とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 なお、まだお時間がありますので、終了後に、ご希望の方は図書館の館内をご案内したい

と思いますので、お時間が許すようでしたらぜひ館内の様子をご覧いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

（館 長） 

 どうもありがとうございました。 


