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平成２９年度 第２回 稲沢市図書館協議会 議事録（要旨） 

 

１ 日  時   平成３０年２月２１日（水） 午前１０時００分～午前１１時４０分 

２ 場  所   稲沢市立中央図書館 研修室 

３ 出席委員   ①河合博久  ②窪崎香  ③近藤芽久美  ④髙木依子  ⑤星野美子 

⑥服部祐子  ⑦鵜飼貢 

４ 欠席委員   安田剛章、瓜生恭一、大谷みゆき 

５ 会議同席者  教育長 恒川武久 

教育部長 遠藤秀樹 

事務局 館長 前橋桂子  主幹 石垣哲也 塚本ゆかり  

６ 傍 聴 者   なし 

７ 議  題   （１）平成２９年度図書館事業実績（中間報告）について 

         （２）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について 

         （３）平成３０年度図書館目標（案）について 

         （４）その他 

 

（事務局） 

 皆様方におかれましては、本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。それでは、定刻となりましたので、ただ今から、平成２９年度第２回図書館協議会を開会

いたします。会議の開催にあたり、教育長がごあいさつ申し上げます。 

（教育長） 

 おはようございます。本日はまだすごく寒い日となっておりますが、昨日は暖かくて、過ご

しやすい春が近付いたかなと思っておりました。我が家の玄関先にある福寿草がちょうど花開

いており、それを見ると春近しという感じを受けているところであります。季節は順々に動い

てくるところでありますが、今は韓国での平昌オリンピック、次は東京オリンピックといろい

ろ感動を与えていただいて、昨日も頑張ってくれてという思いと、一生懸命頑張っているのに

悔しい思いをしているのだなという思いと、いろんな気持ちが交錯するなかで、頑張っている

姿をみて、我々も頑張らなくてはいけないなと、そんな気持にさせていただいているところで

あります。それから、実は学校のほうもインフルエンザが一時すごく猛威をふるっていまして、

今は少し終息気味ですが、ここへ来て学級閉鎖あるいは学年閉鎖がなくなってきております。

なんとかこの調子で落ち着いてくれないかなと強く願っています。 

さて、委員の皆様方には、図書館運用に関しまして、深い見識のなかで、お力添えをいただ

いておりますこと、深く感謝申し上げたいと思います。本日は第２回図書館協議会を開催しま

したところ、ご多忙の中ご出席賜りまして誠にありがとうございます。今回は今年度最後の会

ということで、要となる大切な会だと考えておりますが、平成２９年度図書館事業の実績（中

間報告）、そして子ども読書活動推進計画、さらには平成３０年度の図書館目標等々ご協議いた
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だくようなっています。ぜひとも皆様方のご指導ご提言お願いさせていただきたいと思います。

さて、実は昨年末に中部経済連合会が中部圏の未来を支える人材育成ということで、出版物を

だし、それを目にさせていただきました。産業界においても、国際競争力の低下を危惧してい

るなかで、なんとかモノづくりの強化だとか、あるいは、魅力ある街づくり等々するなかで、

人もいろんな変化に対応できるかたちにもっていかなければならないと書いているなかで、現

状認識で一番問題としているのは、ひとつは読解力、今の新しく採用する人の若い人の読解力

のなさとか、あるいは文章をつくる力が弱かったり、そういうことをすごく危惧して問題提起

しておりました。自分も学校に関するいろんな調査結果があがっていて、弱さがこれから先大

丈夫かなと心配しているところですが、そういう力というのは実は本を頼りにして、今までは

培っていたのが、だんだんだんだん読書離れでより一層加速してきているのではないかと。最

終的に本の持つ意味はたくさんあるのですが、目先の読解力、文章構成力だけで言ってはいけ

ないと思うのですが、しかし、すごく心配しているところでありまして、是非、図書館がそう

いうことに関わることができるようにしていきたいなと。あるいは、していかないといけない

ということを思います。さらに学校への読書に関わることで、配本サービスをさせていただい

ておりますが、市費を使わしていただいて実施していることでございます。ぜひともただ単に

やっているからいいではなくて、やることによって本当にどういう点が良くなったのかも見極

めていくなかで、考えていくことも必要だと思います。ただ、今年・初年度、来年度・次年度

ということで十分評価していくことが必要ではないかと考えているところであります。やはり

読書の習慣だとか調べ学習だとか、欠かすことのできない活動でありますので、よろしくお願

いしたいと思います。最後になりますが、より充実したという言い方は常に言っている言葉で

ありますが、図書館運営、そして子ども読書活動の推進のためにご尽力賜りますよう申しあげ

まして、冒頭のあいさつとさせていただきます。 

（事務局） 

 始めに、この度、佐藤民子委員の辞任に伴い、新たに近藤芽久美さんに替わられましたこと

をご報告させていただきます。 

（事務局） 

 …配付資料の確認… 

（事務局） 

 ここで報告させていただきます。本日の会議は、稲沢市図書館協議会設置に関する条例第６

条第２項の規定により、定員の過半数の委員にご出席いただいておりますので、成立している

ことをご報告させていただきます。 

続きまして議長の選出でございますが、本日、会長がご欠席でありますので、稲沢市図書館

協議会設置に関する条例第５条及び第６条の規定により、副会長、会議のお取り回しをよろし

くお願いします。 

【議事】 

（議長：副会長） 
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 本日会長がご欠席ということで、議長をおおせつかりました。議事の進行がスムーズにいき

ますよう皆様方のご協力をお願いしまして議事に入ります。 

 …議事録署名者指名… 

協議事項（１）平成２９年度図書館事業実績（中間報告）について 

 それでは、議事に入りたいと思います。協議事項（１）「平成２９年度図書館事業実績（中間

報告）について」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

（事務局） 

協議事項（１）平成２９年度図書館事業実績中間報告について説明（資料「協議事項１」）。 

（議長） 

ただいま、事務局のほうから、協議事項（１）｢平成２９年度図書館事業実績（中間報告）｣

について、資料を提示されましたが、お聞きになって、ご意見・ご質問などはいかがでしょう

か。 

（委員） 

本日の資料にあるかもしれませんけれども、利用者カードの新規登録の年度内、まだ年度が

終わっていませんけれど、だいだいどのくらいの新規登録がありますでしょうか。 

（事務局） 

 利用統計年報に登録者人数という項目がございまして、そちらの数字から申し上げますと、

発行数といたしましては、１，５８１が一般、児童が９１１となっております。それとは別に

再発行が７６３、更新５，９７５という数字になっております。従いまして、２，５００弱ぐ

らいがこの段階での新規の登録の方ということになります。また更新という形で３年ごとの更

新が必要となりますので、更新をされた方が５，９７５ということになっております。よろし

くお願いします。 

（委員） 

今ご説明のあった、６ページの３番の高齢者が増えてきている傾向にあるということは、新

規登録の数にも入る、影響しているということでもあるのでしょうか。 

（議長） 

高齢者の動きというのはどうですか。 

（事務局） 

高齢者の動きに関しましては、基本的に利用された方の年齢別のカウントになります。（貸

出）カードを作られても、実際に利用された方、どの程度利用されているのかというのがわか

りかねますので、現在の図書システムの中では、（新規）登録者の人数、それが直接そちら（利

用統計）に反映しているかどうかはちょっとつかめないのですが、ちなみに５０代、５０歳か

ら５９歳の新規の方が１４８名、６０歳以上が２８６名、となっております。（新規）登録だ

けで申し上げますと一番多い世代が７歳から１２歳の５３３名、（次に）３０歳から３９歳の

５１６名となっておりますので、新規登録だけで（高齢者の）利用者増につながるかというこ

とに関しましては判断しかねるところかと存じます。よろしくお願いします。 



  

 - 4 - 

（委員） 

ありがとうございました。 

（議長） 

 他にご意見はありませんか。 

 お願いします。まだお時間ございますので、お気になったこととか。 

（委員） 

 ボランティア活動の読み聞かせについてなのですけれども、平和図書館にはそういう団体が

ないので、他の図書館のようには行えないと思いますが、もしできるならば愛知文教女子短期

大学の方だとか、そういう関係のある方に、平和でやっていただけるのか、平和では情報がな

いのか。 

（議長） 

 今、資料の３ページ４ページのボランティア活動という項目に関連して、中央図書館・祖父

江の森図書館ではボランティア団体がたくさん活動されているのだけれども、平和町図書館に

はないので、その辺の需要があるのか、あれば、大学とジョイントでもいいので、そちらへ出

向いて、出張してでもやってもらうことができるのか、どうかということですが。 

（事務局） 

平和町図書館においてのおはなし会というのが、もともとございませんで、昨年度に関しま

しては、読み聞かせボランティアきらら（会）さんに出かけていただきまして、１回開催させ

ていただきました。今年度４月からは、祖父江の森図書館のおはなしの会「ころころ」さんに

お願いしておりまして、ぷちおはなし会、４ページの「ころころ」さんの活動のところに入っ

ておりますが、毎月第１土曜日を一応おはなし会という形にさせていただいております。で、

独自の、平和町図書館さんでの読み聞かせのボランティアの組織作りというのが、一応、課題

としては挙がっておりますが、今、現状としては、なかなかその辺がうまくまとまっていない

ので、当分の間はそういう形で少しでも開催させていただきたいと考えております。なお、こ

のぷちおはなし会がまだ利用者の方に十分に周知されていないということらしく、ご要望に対

して、月１回ということもございますが、あまりご参加がないということを、平和町図書館の

スタッフから聞いておりますので、是非、委員の先生方から、月１回だけどやっているよ、と

いうことをお話しいただければありがたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

（議長） 

祖父江の森図書館のおはなしの会「ころころ」さんが、平和町図書館へ出向いて、月１回で

おはなし会をやっていただいている。で、参加者はあまりない。 

（事務局） 

平和町図書館の見込みの人数ほどには、おそらく、要望に対して（少ないので）、周知されて

いないのではという話で聞いております。 

（議長） 

そこから広がって、独自の平和町図書館でもボランティア活動が始まっていくといいと思い
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ます。 

（委員） 

児童館を通じてでも、集めてみたいと思います。 

（議長） 

他にいかがですか。 

（委員） 

「ころころ」さんのおはなし会というのは、対象年齢でいうといくつぐらいの方なのでしょ

うか。もし、良ければ、子ども会の協議会の中でも話しをしたいと思いますが。年齢が合えば、

対象年齢というか、あまり小さい方ですと（子ども会では）対象にならないので。高学年でも

良いのでしょうね。 

（議長） 

対象年齢をどの程度にもっていらっしゃるのか、おはなし会の。 

（事務局） 

平和町で行っているおはなし会ですけれども。対象年齢は低い、幼児とかの方を対象とさせ

ていただいているところでございます。ただ、ご存知かもしれませんが、平和町図書館は、活

動していただくおはなし室が非常に小さくて、なかなか多い人数の方が入っていただけるよう

なスペースがないので、たくさんの方に来ていただくのに越したことはないのすが、参加して

いただく方にも限度がございまして、申し上げにくいのですけれども、幼児とか親子連れを対

象に開催させていただいております。 

（議長） 

大体何人ぐらいのスペースになりますか。 

（事務局） 

親子で入っていただくと、１０組程度でしか（入れません）。すみません、規模的に絵本が置

いてあるおはなし室という、そういう状況でありますので。 

（議長） 

身近な距離の方に来ていただくということで。 

（事務局） 

そういうことです。 

（委員） 

図書館でやることに意義があるのですよね。児童館へ出向くということは。 

（事務局） 

児童館は児童館さんで主催していただくということで、私どもは、平和町図書館でやること

の行事としてあげさせていただいておりますのでよろしくお願いします。 

（議長） 

他はよろしいですか。 

はい。 
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（委員） 

予約ベストリーダーの２館のところで「九十歳。何がめでたい」が挙がっておりますけれど、

私も読みました。それで、｢すごく面白いよ。読んでごらん。｣と言われて、読んだのですけれ

ど。男の方はとんと、このようなものには興味はなかったですか。読んでみられたりはしませ

んでしたか。読んだひとは。 

（議長） 

「九十歳。何がめでたい」、私は読みましたけれども。 

（教育長） 

面白いですね。 

（事務局） 

申し訳ございませんが、図書の利用に関しましては、人数の積算はできるのですが、個人の

読書傾向とかいろいろな問題がございますので、最低限の記録のみが残る形になっております。

委員のご質問に対しては、窓口のものにどんな傾向かということを確認してみないと掴めませ

んので、後日、その辺の回答をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

（委員） 

 やはりこういうことを話題にするとね、地元で、ちょっと興味が（わく）。年齢的に目が見え

ないとか、根気がないとか、いろいろな声が出てくるのですよね。だけど、「面白いよ」「読み

やすいよ」と言って、面白いところを話すと、なら、読んでみようかと言う気持ちになる。だ

んだん、こう、年齢的に（読書から）離れていくのですよね。だけど、こういう（内容の）話

しをしてもらうと、読んでみようかなという気になれるのではないかと思います。ありがとう

ございました。 

（議長） 

小学校や中学校のブックトークで、本の紹介を、この本面白いよといって紹介するようにな

って。そういう読書活動が、一般のところでも何かできると広がりますよね。ありがとうござ

いました。 

 他に協議事項（１）について、経験談でも。 

（委員） 

 細かいことですみません。１３ページの資料の中で、ＶＨＳと絵画がありまして、いまどき

ですとＶＨＳは利用されているのかどうか。絵画についても、どういう、今まで稲沢さんだけ

が蔵書しておりました。当時のままの絵画なのか、それを教えていただけますか。 

（事務局） 

 ただいまご質問のありましたＶＨＳ、昔のビデオテープですけれども、これを所蔵している

のが祖父江の森図書館と平和町図書館だけでございまして、現在、こういう時代で借りられる

方は非常に少ないです。ただ、実際、今のところ、再生できるビデオデッキが一般の家庭でも

少ないと言うことで、貸出はほとんどありません。といいますか、現在のところ、祖父江の森

図書館、平和町図書館とも一般の方への貸出はいたしておりません。所蔵はしているのですが、
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館内での視聴のみで利用していただいております。絵画につきましては、年に数回程度、人気

のものでありますと、デュフィという方の「３０歳、またはばら色の人生」とか、皆さんよく

ご存知の「モナ・リザ」とか「睡蓮」といったそういう複製を所蔵しております。いずれも、

貸出回数は少ないですけれども、年間数回ずつですけれども、貸出されているのが現状でござ

います。 

（議長） 

学校なら美術や図工の時間に、こういう作家の絵を展示する機会がありますが、一般の人は

どうなのでしょう。 

（委員） 

図体が大きいですもので、持ち運ぶのも大変でしょう。車で取りにこられる。 

（事務局） 

 一応、専用の袋を用意しておりまして、担ぐ形で運べるような形状ではお貸ししております。 

ただ、おそらく、歩いて運ばれる方はいらっしゃらないとは思いますが、そういう状況でお貸

ししております。 

（委員） 

個人貸出があるのですか。 

（事務局） 

 個人の貸出です。 

（委員） 

 すみません。いろいろとご質問して。 

（議長） 

いえいえ、そのように、幅広いニーズに答えているということで。 

 協議事項（１）、いろいろとご意見ご質問をいただきましたが。 

（委員） 

 すみません、もうひとついいですか。 

 新しい企画の「お話し会とぬいぐるみのおとまり会」があったみたいですけれど、子どもさ

んの感想とかはどうだったのか。 

（議長） 

３ページですね。今年新しく、イベントで、「お話し会とぬいぐるみのおとまり会」で、ぬい

ぐるみが図書館を探検して本を探すとか、面白そうですけれど、それとか表の一番下の大学生

のイベントの反応はいかがでしたか。 

（事務局） 

「お話し会とぬいぐるみのおとまり会」につきましては、利用者の方に、ぬいぐるみが利用

者の方つまり参加者の方に絵本を選んで１冊（貸し出し用に）お渡しするということと、ぬい

ぐるみが実際に体験した状況を写真に収めまして、一応、アルバムという形でお渡ししたもの

ですから、大変お喜びいただきまして、保護者の方にも、下の子のときでも、ぜひ参加したい
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というような形で、反応としては上々だったかと存じます。ボランティアのお楽しみ会のほう

ですが、学生ボランティアぶしゃぼさんは、ボランティア活動を結構盛んに行っていらっしゃ

るので、手品とか、ペープサートとか、いろいろプログラムを多彩になさっていらっしゃいま

したので、こちらも参加者の方には好評に受け止められたものと判断しております。以上です。 

（議長） 

そのようなことも、また広がると良いですね。 

協議事項（２）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について 

（議長） 

次の協議事項（２）ですけれど、「稲沢市子ども読書活動推進計画について」を議題といたし

ます。事務局からの説明を求めます。 

（事務局） 

協議事項（２）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について説明（資料「協議事項２、別

紙１」）。 

（議長） 

協議事項（２）の第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について、子ども読書にかかわる報

告だと思いますけれど、主に２つありまして、まず、子ども読書推進計画進行管理表、平成２

７年度と比べて本年度どういう風に変化があったかということでございます。追加資料で、そ

の辺が詳しく示されております。２点目は、配本サービス本格実施ということで今年度取り組

みました。その中でいろいろ課題も見えてきました。ということですけれど、何か、子ども読

書について、お気づきの点などございましたら、お願いします。 

（委員） 

 すみません。僕、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけれども、資料の４ページに、大里

東中の辞退という言葉が使われておりますが、これは、どういう、辞退でいいのですか。 

（議長） 

これは、配本セットを申し込む段階で、小学校２３校と中学校９校、第１期３回に分けて、

１回はチャンスがあるわけですけれど、その中で辞退というものもありますが、そのことはど

ういう意味でしょうか。 

（事務局） 

辞退という記載に際しては申し込みをされなかった学校が、一応ここでは｢辞退｣とさせてい

ただいております。申し込みをされなかった理由はいくつかございまして、まず１点目は、基

本的に先ほども申しました教科の調べ学習とか、補足資料としてご利用いただいている学校も

多くございまして、授業進行にあわないので今回は受けませんという事例があります。決まっ

た配本時期になってしまいますので、特に配本サービスの本は使わずに団体貸出などの方法を

とりますという学校もございました。ただ、１期にそういう学校が多いのは、今年度から全校

対象にいたしましたもので、試行の学校以外は、かなり配本サービスの理解が浸透していなか

ったという原因が考えられます。以上です。 
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（議長） 

これは、試行６校から一気に全校に広げたものですから、私、稲沢市小中学校と図書館の連

携事業のほうの委員長もしていまして、まだ、先月会議を開いたばかりですが、いきなりぱっ

と広がったものですから、まだ、周知徹底がされなくて、こういう配本サービスがあるのだよ

という話が校長会でも話しがあり、図書館の担当の先生の方まで降りていって、では申し込も

うかという、そういう期間が、周知の時間が短くて、準備不足だったという点が多々あります。

だんだんそれが２期３期になると、こういうのもいいなということで少しずつ増えてきてはい

ます。 

あの、ちょっとショッキングな数字といえば数字なのですけれど、１ページ目と追加資料の

方の朝読書が減っているというのは、小学校の私も危惧していて平成２７年度に比べてですね、

朝読書の機会が減っている。これは、実は新学習指導要領小学校の完全実施が２０２０年とい

うことで、カリキュラム上英語活動の時間を小学校１時間どこかで確保しなければいけない。

その１時間を作るために、朝の会の予備の時間を上手に他の教科で１時間分作って、そちらに

充てるというようなことをやらざるを得なくて、実際に今年度からやっている学校もあるし、

もう来年度からは移行措置になってくるので、朝読書の時間というのを確保できない学校も出

てくるのではないかということで、読書に親しむうえで、小学校で朝読書という今までの機会

は、そういう朝の予備の時間を使えない状況になってきているというところがその数値に表れ

ていると思います。 

あと、連携委員会の委員長をやっているということで補足させていただきますと、全小中学

校にアンケートをとりまして、配本サービスがどれぐらい活用できたかというと、これも小学

校と中学校では温度差がありまして、小学校は、ほぼ２３校中２２校はどちらかというと活用

できたというほうに入っているのですけれど、ほとんど９８％ぐらい。ところが中学校では、

活用度という意識で見ると９校のうち４校は活用できたほうとなっているのですが、５校がど

ちらかというと活用できなかったという意識調査を経まして、やはり小学校よりも中学校の活

用度が大変だなと思いました。そのあたり、中学校では時間を確保していく上でも難しい面が

あるように思いました。配本サービスでよかった点というのは、いろいろな学校の意見を総合

すると、学校にない本、最新の本を子どもたちに読ませることができよかったという好評的な

良い意見と、課題としては先ほど言われたように、どうしても調べ学習に使おうとすると、教

科単元でだいたい時期が決まっていて、この時期に使いたいとどこの学校でも一緒な訳です。

修学旅行を調べたいと思ったら修学旅行の本を使いたいし、みぢかな生き物を調べたいと思っ

たら、みぢかな生き物の本がやはりその時期に欲しいわけで、その時期に集中して、そして、

申し込みをすると重なって使えないというようなこともありました。そして、１期、２期、３

期とありまして、さらにその１回にローテーションが組まれているわけですけれども、その辺

は資料の４ページから６ページにありますように、たとえば第１期で例えば領内小学校はどこ

に来るかというと、第２回に入っている。だから、そこのところでしか借りられないという制

約があって。本当はもっと前に使いたいのだけれどと思ってもできないという、そういうよう
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な実施の仕方だったものですから。ですから、その多くの学校に配本サービスをまずは知って

もらおうという意義はあるわけですし、学校現場としても調べ学習、ようするに学校情報セン

ター的な役割を配本サービスに求めるのだけではなくて、読み物としてよい本を、読書センタ

ー的な役目の良い本を読むというのなら時期を問わないわけで、そのあたりのところをもっと

啓発をしていく必要があるのと思います。ちょっと補足させていただきました。 

（委員） 

それとですね、読書の配本システムと学校図書館だけの蔵書の内容と連携か、バランスは今

後狂っていってしまうのか、良い蔵書内容に向上していくのか。学校もちょっとは予算がある

のですか。 

（議長） 

 予算はあります。学校教育課のほうから振り分けられていて、あります。 

 担当者に任されていて、どういう本を買おうかというようなところがうまく機能していない

というところがあるかと思います。その辺が読書の１ページですね、資料の整備率というとこ

ろが１４０％あるのですけれど、結局、廃棄とか新しい本の更新がうまくできていない状況が

あるのかなと思います。子どもたちはどうしても新しい本に目が行って、新刊本が入ると真っ

先にそちらに取りにいって借りるという状況になり、うまく更新と廃棄、入れ替えていく必要

があると思います。 

（教育長） 

 すみません。委員に申し訳ないのですが、発言させていただいてよろしいですか 

 今、委員がおっしゃったとおりで、私、心配していることがあって、こういうかたちで、辞

退とか、こういうことがどんどんどんどん広がってしまうと、やっていることが意味を問われ

てしまうのではないかと、啓発というか周知のほうをよろしくお願いしたいということと同時

に、内容を見ているとほぼ、だいだいよく似た本を希望しているのが多いですね、だとしたら、

配本サービスの中身というか、実際配本する本の内容について、配本する側は考えることと、

もう一つ受け取る側の学校側も、今の話で学校図書館の予算の中で、こういうもの、もし本当

に必要であれば学校図書館の予算の中でこういうものを買ってもらわなければならないのです

よね。そこら辺のところもぜひ考えていただくというか、連携委員会でもどこでいいのですけ

れども、一度、こうやって希望があって、こんなに重なっていたら授業はやれないよとか、読

み物はいいですね、いつでも、もう少し考えていかないと、なにか、外れたからだめだったと

いうようなことが２回３回起こると学校のほうも意欲がなくなってくるというか、みんな間違

いなく希望する時期は同じなので、そこら辺のところをもっと他の方法を、もし本当に欲しが

って、希望していらっしゃるのであったら、学校図書館のほうでも何とか少しずつ予算して購

入する方法で考えることも重要ではないかと、ちょっと言っていただきたいなと、まだ始まっ

たばかりのことで、いろいろと問題があるもの事実だと思います。ちょっとこれ難しい問題が

入っているような、学校の気持ちと、子どもの気持ちと、図書館のやりたいことと、みんない

いことをやりたいのだけれども、ちょっとうまく行きかけそうだけれど難しいところもあると
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思いますので、ちょっと考えてもらえると。 

（議長） 

 新たに、来年システムを少し変えていこうかということで、１期と２期３期の２回に分けて

申し込みをして、まず使う本を決めて、配本サービスに使わない本の活用も考えていただくと

いうことだったのですけれども。 

（事務局） 

 議長からお話しいただいたとおりでございまして、学校における温度差といいますか、積極

姿勢かそうでないかというところが初年度の段階で大きく分かれておりまして、利用したいと

いう方向性の学校と、利用できるならいつでも利用したいという学校と、そういう学校に対し

てこちらも提供したいということと、配本セット５２ございますけれども、やはり眠っている

配本セットもあるわけですので、そういうセットを有効利用していく方向で、団体貸出に利用

できないかということで今後検討していくという回答を、委員会の段階では検討させていただ

くと申し上げたところです。 

（議長） 

 要するに、配本で回ってくるのを待っているだけでなく、せっかくだから使わないセットを

団体（貸出）で、使わないなら借りに行くから使わせていただくとありがたいなと、そういう

異質の考え方で、ちょっと方向が広がっていくということです。 

 それでは、時間が来てしまいましたので、子ども読書関連はこの辺にして、あとすみません、

せっかくつけていただいたのですけれど、稲沢市図書館利用者満足度調査結果報告書というの

があるので、この中で特にありますか。 

（事務局） 

 配付資料「第５回図書館利用者満足度調査」について説明 

（議長） 

 その中で４ページに特別設問というのが今回ありまして、その中で図書の予約方法、ホーム

ページ上で予約して、その本を借りたいというような扱いについて、ここで、まだあまり進ん

でないよというようなことが書いてあるのですが、実は前の連携委員会のところでも、学校と

図書館の連携、配本サービスだけじゃなくてオンライン化して、学校から図書館の本が借りら

れると良いという意見もいろいろな学校から出てきたのですけれど、そのあたりは結構お金も

かかることなので、システム上なかなか構築していくことは難しいというようなことなのです

けれど、将来そのようになるといいなというようなことを感じておりました。ただあの、もっ

と簡単にできる方法が実はありまして、学校図書館の中にコンピューターが４台ぐらいありま

す。それらがインターネットでつながっていて、当然図書館のホームページも見られるわけで、

学校のパソコンから図書館の蔵書を検索することができる。ただそれが、ほとんどの学校、連

携委員の学校に聞いても、全然やっていられなくて、学校の図書館にない本をインターネット

で図書館につながって検索して、こういう本ならたとえば祖父江の森図書館にありますよとい

うようなことが判ればそちらへ出向いて借りることができるので、その辺が各学校でできるよ
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うにするといいですねという話しを連携委員会でしているのですけれど、実際に、個人的にも、

私もそうなのですけれど、インターネットで予約して、祖父江の森図書館でその本を借りるこ

とができるし、祖父江の森図書館にない本も取り寄せていただけるのですね、だから、とても

便利な方法なのですけれど、まだその辺が、周知、うまく一般の人たちに知られていないなと

思うわけですけれども、その辺いかがですか。 

（事務局） 

 今回特別設問につきましては、毎年規定の質問ではない、そのときどきのこちらが集約した

いテーマということで、設問させていただいているわけなのですが、今、議長がおっしゃられ

たとおり、どの程度利用者の方に予約方法が周知されているかということを、お聞きするとと

もに、こういうことができるのですよというＰＲという意図も兼ねて、今回設問させていただ

きました。実際は利用されている方は頻繁に利用されていると思うのですが、ご存知ない方は、

先ほど議長がおっしゃったとおり、連携委員会の先生方もあまりご存知でいらっしゃらなかっ

たということがありますので、今後、周知のほうを積極的に行っていきたいと思います。以上

です。 

（議長） 

 このような方法もありますよとお知らせいただきたいと思います。 

協議事項（３）平成３０年度図書館目標(案)について 

（議長） 

協議事項（３）「平成３０年度図書館目標(案)について」をお願いします。 

（事務局） 

 協議事項（３）「平成３０年度図書館目標（案）について」の説明（資料「協議事項３」） 

（議長） 

 本年度の反省を基に平成３０年度の図書館目標をこのように決められたわけでございます。

この件について、ご意見を。 

（委員） 

 ６０周年用に図書館に何か予算の増額的な動きはあるのですか。 

（事務局） 

 今回市制６０周年記念展示としまして、図書館では図書館の蔵書から市制６０周年をみてい

こうというコンセプトというか企画となっていますので、消耗品で、展示に関わる消耗品のみ

の計上でございますので、些少でございますが、そういう計画になっております。 

（議長） 

 ほかよろしいですか。では、進行がうまくいかず、皆様ひとりひとりのご意見が十分活かせ

られなかったということで本当に申し訳ございません。他に意見もございませんようですので、

以上を持ちまして議事を終了させていただきます。本日、提出されました協議事項につきまし

ては、皆様のご協力により承認されました。また、議事が進行できましたのも皆様のご協力に

よるところでございます。ありがとうございました。これをもちまして、議長の職を解かせて
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いただきます。それでは、進行を事務局にお返しします。 

協議事項（４）その他 

（事務局） 

 ありがとうございました。ではここで、その他というかたちで事務局のほうから説明をさせ

ていただきます。 

（事務局） 

 それでは、２点お話をさせていただきます。 

 まず１点目は、先ほどご承認をいただきました「平成３０年度 図書館目標について」でご

ざいます。この図書館目標につきましては、本日の図書館協議会での承認をもって、３月の社

会教育委員会での承認後、定例教育委員会にて議決をいただく運びとなりますことを、ご承知

おきいただきますようお願いいたします。 

 次に「稲沢市立中央図書館運営等業務委託に係るプロポーザルの結果」についてご報告をさ

せていただきます。お配りさせていただいております資料「稲沢市立中央図書館運営等業務委

託に係るプロポーザルの結果」をお願いいたします。 

 中央図書館における運営等業務委託の契約が平成３０年３月３１日に終了することに伴い、

平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの３年間の業務を委託するにあたり、公募

型プロポーザル方式により、委託候補者の選定を行いました。 

 始めに「稲沢市図書館運営等業務委託者選定委員会」にて、公募要項などを決定し、７月に

委託候補者の募集を行いました。次に、参加申込のあった株式会社図書館流通センターと株式

会社リブネットの２者に対し、「稲沢市図書館運営等業務委託者選定委員会」において、「図書

館運営に対する基本的な考え方」など全７項目についての審査がなされました。審査の結果に

つきましては、配点合計５００点中４１２点を得点した、株式会社図書館流通センターが委託

候補者として選定されましたことをご報告させていただきます。以上でございます。 

（事務局） 

本日はお忙しいところありがとうございました。本日の日程はすべて終了いたしました。最

後に閉会にあたりまして教育部長がごあいさつ申し上げます。 

（教育部長） 

 失礼いたします。第２回稲沢市図書館協議会の閉会にあたりお礼を申し上げさせていただき

ます。ただいま平成２９年度の図書館事業実績（中間報告）、そして子ども読書推進計画の進行

管理、さらには３０年度の図書館の目標につきまして、慎重にご審議賜りまして誠にありがと

うございました。いただきましたご指摘、ご意見を踏まえまして、私ども、市民の皆様に対し

まして、図書館の責務をきちんと果たしていきたいと思っております。引き続き委員の皆様の

ご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、閉会のあいさつ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。 

                             


