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平成３０年度 第２回 稲沢市図書館協議会 議事録（要旨） 

 

１ 日  時   平成３１年２月２７日（水） 午後２時～午後３時３０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安田剛章 ③窪崎香  ④近藤芽久美 ⑤髙木依子 

⑥星野美子 ⑦服部祐子 ⑧瓜生恭一 ⑨大谷みゆき ⑩鵜飼貢 

４ 欠席委員   なし 

５ 会議同席者  教育長 恒川武久 

教育部長 遠藤秀樹 

６ 事 務 局   館長 前橋桂子  主幹 石垣哲也 塚本ゆかり  

         主査 吉田恵   主任 平林万季 

７ 傍 聴 者   １名 

８ 議  題   （１）平成３０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３１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。定刻となりましたので、只今から、平成３０年度第２回稲沢市図書館協議会を開会いたし

ます。会議の開催にあたりまして、教育部長がご挨拶を申し上げます。 

（教育部長） 

 いつもお世話になっております。本日は教育長少し所用がございまして、遅れてお邪魔をさ

せていただきますので、冒頭の挨拶ではございますが、私が代わりにさせていただきます。本

日はよろしくお願いいたします。 

 まずもって、委員の皆様には年度末のお忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうご

ざいます。平素より委員の皆様方には、稲沢市の教育行政全般に渡りまして深いご理解とご協

力、そしてご指導賜りありがとうございます。特に、図書館の運営に関しましては、深いご見

識のもと、運営に関する様々なご意見、ご提言をいただきまして、本当に感謝をいたしており

ます。 

今日は第２回図書館協議会ということで、今年のまとめの会ということでございます。委員

の皆様方には２年間の任期の最後ということでございますので、色々なご意見、ご提言をいた

だけることをお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 ・・配布資料の確認・・ 
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（事務局） 

 ここでご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。 

 それでは、議事に入ります前に本協議会の会長様から、ご挨拶をいただきます。よろしくお

願いいたします。 

（会長） 

 それでは、皆様こんにちは。委員の皆様には、２年契約の最後の会議ということでございま

して、私も少し素顔を出してざっくばらんに、色々な話をさせていただきたいなと思っていま

す。委員の皆様にも、忌憚のないご意見、ご提言をよろしくお願いいたします。 

この前、電話が掛かってまいりまして、主人にですけれども、電話が終わったらすぐに「お

い、日経新聞読めるところないか？」と言うものですから、「また頼ってすぐに、自分で考えろ」

と思ったのですが、「図書館に行ったら読めるよ」と言ったら、「どういうふうに行くんだ」と

言うから、「市民会館の南側」と言って、どうも図書館には初めて行くような感じでした。まし

て、新聞を読むとか、何かを読むとかが初めてだったらしいのですが、１時間ぐらいして帰っ

てきて、「良い図書館だな、皆親切だったわ」と帰ってまいりました。電話が図書館に来る起爆

剤になったわけですけれども、今日は委員の皆様に皆が足を運んでくれるような、何か良いア

イデアとか起爆剤になるようなもの、それから新しい最近の本ですと、うんこ漢字ドリルとか

計算ドリルとかちょっと斬新な表題のついたもの、ちょっと残念な動物の話とか、今までの私

達の常識から考えると、「えっ」っていうようなもので人を引き付けているようなところもある

かと思います。そんな感じで、新しい視点で委員の皆様方から色々なお話、提言をしていただ

けたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

ありがとうございました。続きまして議長の選出でございますが、稲沢市図書館協議会設置

に関する条例第６条の規定により、会長がその会議の議長となることになっていますので、大

谷会長様、会議のお取り回し、よろしくお願いいたします。 

【議事】 

（議長） 

議事の進行がスムーズにいきますように皆様方のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。 

・・議事録署名者指名・・ 

 

協議事項（１）平成３０年度図書館事業実績（中間報告）について 

（議長） 

 では、座って失礼いたします。議事に入らせていただきます。 

 「協議事項（１）平成３０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。よろしくお願いします。 
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（事務局） 

協議事項（１）平成３０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） 

 ありがとうございます。膨大な資料を的確に、ありがとうございました。ご質問ございまし

たら、お受けします。 

 ボランティアの皆様方、色々努力も大変ですが、毎年のように色々お話会などに出ていただ

いたりして、ありがとうございます。その辺りのところで何か、ございませんか。 

（委員） 

 それでは、全く質問する本人が恥ずかしくて、こういう質問をしていいかどうか迷っている

のですが、やはり質問があります。 

図書館の図書の購入についてなのですが、あるいはイベントに関わることなのかもしれませ

んが。例のとんでもなく正確無比な、何というのでしょうか、僕は全く記憶に残らないくらい

なのですが。打ち上げた衛星が信じられないような確率でもって舞い戻ってくる、この話はテ

レビや新聞に恐ろしく詳しく書かれているのですが、出来ることなら今度の図書の購入計画の

中に、そういうものを戦略的に購入してあげるというのも１つの、子ども達にとって、あるい

は僕みたいに全く理数の分からない人間にとっては、なるほどと思われる部分も出てくると思

います。一番良いのは、子ども達を集めて講演をしてやるとか、何かそういうことがイベント

の中にあってもいいのかなと思って、今お話を伺っておりました。 

（議長） 

 読書関係の。 

（委員） 

 図書の購入というのも、何か戦略的なものを目指さなければいけないのではないかなと思う

ので、それを注意深く見守っていると、今度は例の件が、極めて子ども達にとっても興味を非

常に持っていることなのだろうと思います。そういうことも含め、この図書館には、それにま

つわる図書がどうも無さそうなので、これを機会に講演会をやってあげるとか子ども達用の科

学という本を購入してやるのも１つの方法ではないのかなと思って。 

（議長） 

 購入についての長期計画というのか、そのようなものを立てて購入なさっていますよね。 

（事務局） 

 はい。購入に関しては、選書基準というものを設けていますが、その年々の話題性のあるも

の、また図書館に来ていただくきっかけ作りが出来るようなイベントという形で、今まさに、

はやぶさの関係ですか、そちらの関係の図書の購入というものにつきましては、こちらの方も

そういったものを探すということは出来るのですが、講演となるとすぐにということにはなか

なか。こちらも勉強して、また１つの講演が出来ればなということで、１つの検討課題とした

いと思います。 
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（委員） 

 僕もはやぶさについて全く素人なのですが、何でも、地球に戻ってくるのが６月から１月く

らいなのですよね。その時はまたマスコミがこぞって大騒ぎすると思うので、そういう時に書

籍でも、講演でもあれば。 

（議長） 

 どうですか。ご意見ございますか。 

（事務局） 

 宇宙とか科学に関するテーマ本といったものを館内でもコーナーを設けています。今のご意

見をいただきましたので、来年度もそういった時期に合うように、コーナーを設けながら利用

者の皆さんにＰＲしたいと思います。また、講演につきましては、色々講師の先生の予定もあ

りますので、私ども図書館の方でも色々調査させていただきますのでどうぞよろしくお願いい

たします。 

（議長） 

 ありがとうございます。では、意見の方に入っておりますが、色々ご意見いただきたいと思

います。 

（委員） 

 今、おっしゃったような、そういう時の話題的な関係で、というと私も美術が好きなもので

すから美術館へよく行くのです。その折、幸いにして稲沢市には荻須先生、画伯がお見えにな

ると。そういうことで、美術館でも特別展を年１回されていますね。そういう時に、各ジャン

ルの絵のテーマに合った関連本、参考になるよという本を図書館に出向かなくても美術館で、

本を目の前で揃えていくということで、帰りがけに参考になる、これ興味があるからお借りし

たいなということがあれば、今もネット社会で手間は掛かるかもしれないが、美術館職員の方

がネットへ入れて貸出し、その場で本を読むなり持ち帰って地元の図書館へ返す。というよう

な大変な作業だと思いますが、美術館長さんがこんな本なら参考になるから貸出して、こちら

がお預かりして展示期間中やります、協力します、というような。学校でも配本制度が発達し

ていますので、館内にあってせっかくの美術館があって、荻須画伯という立派な方が見えて、

企画もされると。年１回くらいは、そんな非常に手間暇掛かることだとは思いますが、そんな

こともされたらいいかなと思いますね。 

（議長） 

 難しいね。 

（事務局） 

 かねてから美術館との連携というものはこちらも希望はしているのですが、来年度の美術館

の特別展が、写真家の方の、荻須画伯がパリで活躍してみえた頃の、同じように日本の写真の

方がカラー写真を撮って、いわゆる荻須画伯が描いたパリの風景とその方がカラーで撮られた

写真が、一緒に見ていただけるような特別展を開く予定ということは聞いていますので、こち

らの方も少し、写真家の方の本ですね、関係の写真集とかはこちらで確認していただいてもら
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ったところ、ありますので、その時期に同じようにやりたいなという話は持ち上がっておりま

す。ただ、美術館に図書館の本を移動させて、図書館の本を美術館で貸出すということは、ち

ょっと今の時点では難しいと思うのですが。 

（委員） 

 ということは、他の美術館へ行っても、図書室があって何かかんかして、まだ熱が冷めない

うちにそのものが見られるという、そういう状態が一番良いのではないかなと。 

（事務局） 

 過去にも美術館で特別展をされる際に、美術館としましては特別展の時期というのはスタッ

フが大変忙しいものですから、こちらの方でも寄り添った形の関連本を一覧にして、美術館に

置いていただいたりはしておりまして、今回も、先ほど申しましたとおり、来年度は写真家・

木村伊兵衛の特別展を行いますので、今、中央図書館及び祖父江、平和の図書館全体を通しま

して、１０冊ぐらいの画集とか関連本がございますので、どういう形で利用者の方にお示しで

きるかを検討中でございます。出来ることは限られるかもしれませんが、参考にさせていただ

いて検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（議長） 

 ありがとうございます。 

（委員） 

 僕が発言をした趣旨の１つには、色々な情報があちこちと渦巻く中で、今年はこれを基本に

世の中がこういうふうになるから、これを戦略的に、図書館の図書の購入を戦略的にしたらど

うかと、何となくまとまったりするのではなくてね。そう思ったものですから、今年はいわゆ

る科学というものが格好な材料になっているので、そういった類のものを戦略的にやってみた

らどうかなとか思うのです。 

おそらく子ども達というのは、漫画は読むし買うかもしれませんが、そういうものに目を触

れるということがあまりないと思うので、こういうものは強制的に読ませてやるというか、触

れさせてやるという風潮になるという、ケースバイケースでしょうけれど、そういう図書館の

活動というのがあってもいいのではないかと思ったものですから。 

（議長） 

 目を開かせるというか、憧れを持たせるというか、そのようなこともご検討いただければ嬉

しいと思います。 

 

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） 

それでは、「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」を議題としたい

と思います。よろしくお願いします。 

（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」）。 
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（議長） 

ありがとうございました。ご質問を受けたいと思います。どうぞご意見を。学校関係がいい

かな。 

（委員） 

資料の１８ページで配本団体貸出の実績ということで、これ結構ありがたいことで私も借り

ようと思ったのですが、なかなか授業との時期的なものがありまして、これありがたいなと思

っております。もう少しもっともっと増えていけばなと感じております。近い学校がね、と思

うのですが。意見というか感想なのですが。 

（議長） 

どうでしょう。 

（委員） 

 関連するのですが、今年度の９月、２学期からなのですが、団体貸出で配本サービスのセッ

トによりけりですが、これだけの実績があるのですが、この学校は皆委員さんの学校で広く周

知はされているのですが、年度途中ということもあって、うまく浸透していなかったかなと思

いました。校長会議の場でも宣伝はしておきましたので、また配本サービスセットの団体貸出

で借りられるような学校であるといいと思います。ただやはり、受渡場所が中央図書館のみに

限られるということで、やはり祖父江、平和の学校からすると、なかなか中央図書館まで遠い

ものですから、通勤の途中の学校は借りますが、その後にはちょっと行かないかなと。 

（議長） 

 これって宅配業者に頼むのではなかったですか、配本って。そうではなかったですか。 

（事務局） 

 各学校年間３回の配本サービスにつきましては、今こちらの中央図書館の委託をしておりま

すＴＲＣという会社の方で配送をしていただいております。それにつきましては、各学校年間

３回という回数が決まっておりますので、それについては業者が配送・回収をしております。

こちらの団体貸出につきましては、それ以上に図書を利用されたいと希望される学校に関して

は、団体貸出ということで、借りにお越しいただき、お返しいただく方法を取らせていただい

ております。以上です。 

（議長） 

 ありがとうございました。何か他にご意見は。 

（委員） 

 それは、例えば平和だったら平和の図書館で受渡しということは難しいですか。この団体貸

出で。そうすると、平和とか祖父江の学校の方も借りやすいように。 

（議長） 

 ここから平和までこちらの職員が行かなければいけないですよね。 

（委員） 

 そうなりますか。 
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（事務局） 

 配本セットのパックというものは中央図書館の方で管理しておりまして、そういった事務手

続きの方は中央図書館でやっております。遠方の学校の方にはなかなか取りに来ていただくの

が困難だということを、委員会の中でもご意見は承っております。 

先ほど事務局の方から申し上げたとおり、配送業務を業者に委託しておりまして、その委託

の契約の中にそういった業務は入っておりませんので、まだ今のところはすぐにそういった対

応はしかねるところではございますが、色々ご要望がありますので、今後検討をさせていただ

くことで、ご了承いただきたいと思います。以上です。 

（議長） 

 予算のこともありますので、大変微妙な問題だと思います。その他でご意見ございますか。 

 私、議長していてなんですが、不読者率が減ったということとか家庭での読み聞かせが、す

ごく％が高くなって上がってきているのが、嬉しいことだなと。この子ども読書活動推進計画

を進めてきてよかったな、大きな成果だなというふうに思うわけですが、委員の先生方はどう

でしょうか。 

 読み聞かせをなさっていらっしゃいます、きらら会の方達は、お母様方の質とかそのような

ことの変化とか、どんなふうにお感じですか。お子様をお連れになっていらっしゃる、お子様

の質もあるでしょうけど。 

（委員） 

 読み聞かせは、火曜日は赤ちゃんが来るのですが、土日は誰でも、保育園の方でも小学生の

方でも入ってこられるのですが、親子で入って見える方も最近多くなりまして、読んだ後にこ

の本を借りようかとか言ってくださる方も見えるので、そうすると子どもと親の「借りていこ

うね」みたいな会話を含めて、家に帰ってまた、「これ、きららの人に読んでもらった本だね」

みたいな感じになるので、色々な意味で広がりがあって、読む力が大きくなっているのかなと

思います。 

（議長） 

 心にね、こういうものが。 

（委員） 

 そうですね。ほっこりいっているのかなと思います。 

（議長） 

 では、このような方向で、読書活動推進計画を進めさせていただいてよろしいでしょうか。

どうぞ、この成果を生かしていただいて、計画を進めていただきたいと思います。 

 

協議事項（３）平成３１年度図書館目標（案）について 

（議長） 

 それでは、次に移らせていただきます。３番の「協議事項（３）平成３１年度図書館目標（案）

について」を議題としたいと思います。よろしくお願いします。 
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（事務局） 

協議事項（３）平成３１年度図書館目標（案）について説明（資料「協議事項３」）。 

（議長） 

ありがとうございました。ご意見、質問、何でもお受けいたします。 

（委員） 

 だいぶ前に新聞で、図書館のことが色々と書かれておりましたが、図書館にコーヒーを飲ま

せるコーナーがあって、評判が良いとか悪いとかあるのですが、これは２月２０日の朝日新聞

にある記事で、なるほどと思ったのが、居心地の良い図書館にするためにどうしたらいいのか、

色々検討されて、その結果としてコーヒーが出る。だから要するに、居心地が良い図書館にす

るにはどうしたらいいか。昔のようなものではなくて、今はそういうものが喫茶店みたいな形

でコーヒーを飲むのは決して悪いことではないという風潮でもありますし。 

それからＤＶＤとかの視聴覚、活字によらずにそういうことを自分たちで探してくる、それ

はやはり今の時代の流れで、子ども達が読書量が少なくなった、本を読まなくなったというの

を一概に言い切れるかどうかという問題があるような気がするのですね。 

それで、そういうことからしても、図書館が出来るだけ居心地が良くて帰るのが嫌になるく

らいに良いところだと思えるようにしていくことが必要なのではないかなと。というようなこ

とを新聞の記事から、なるほどなと思っておりました。以上です。 

（議長） 

 ありがとうございました。学校でもそうやって本を読めるようなコーナーとか、色々工夫は

しておりますね。図書館にもし、この公共の図書館にそのようなものを設けるとすると、区切

りとかも必要かもしれませんね。 

（委員） 

 先日、愛知県図書館にちょっと用がありまして。そういうところはカフェがあって、蓋付き

で、こぼしても大丈夫なコーヒーと、パンを温めてもらって。カフェコーナーで限定の本もあ

り、外の景色を見ていたらずっと居たくなる、正にそういう感じで過ごしてきました。 

（議長） 

 ２階の図書室だとちょっと緊張しますね、静かすぎて。また、騒ぐのも困るという利用結果

報告の方にもあるのですが、その辺りの兼ね合いも色々あろうかとは思いますが、長い将来に

渡ってはそういう時代が来るのかもしれません。１つのご意見として。 

（委員） 

 １つ、将来的なことを。学校現場でこの前も配本サービス、図書館小中学校連携委員会の中

で出てきた要旨で、僕の中でいえば、大学図書館との連携とか子ども読書活動推進に関わって

くるかなと思いますので。要は、学校現場の学校図書館では、まだデータベース化がされてい

ない、バーコードで貸出、借受の処理が出来てなかったというところで、そういうのが環境面

でスムーズにいくようになると、子どもに対する読書活動も指導をしやすくなるのではないか

なという、受け入れもしやすいし、していませんしという具体的な意見もありました。稲沢市
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はかなり遅れているのではないかと、そういう話もありました。 

（議長） 

 確かに経済的な配慮、予算のつけ難いことですが、将来的には、というところですよね。 

では、この目標に沿ってお進みいただくということでよろしいですか。それでは、ご承認い

ただいたということで。 

 

協議事項（４）その他 

（議長） 

４番の「協議事項（４）その他」の方へ移らせてください。お願いいたします。 

（事務局） 

 平成３１年度図書館目標についての補足説明。 

 第６回稲沢市図書館利用者満足度調査結果報告書について説明。 

 図書館システムの更新について説明。 

（議長） 

 ありがとうございます。 

 では、教育長先生もお見えになりましたので。それでは、色々ご審議いただきましてありが

とうございます。これをもちまして図書館協議会を終了させていただきたいと思います。事務

局の方に戻させていただきます。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

ありがとうございました。それでは、本日教育長にお越しいただいておりますので、ご挨拶

をいただきたいと思います。お願いします。 

（教育長） 

 こんにちは。本当に大切な会議、遅参いたしまして大変申し訳なく思っております。 

本日は、協議会を通じて色々ご意見いただくなかで、来年度の目標をご承認いただけたと思

っておりますが、日々図書館運営に関しまして、皆様方の深い見識で色々なことをご提言、ご

意見いただき、本当にありがとうございます。こういう形でまたつなぎをすることによって、

また図書館もより良くなって行く、そして市民の皆様方に、本当に有効的に活用していただけ

るものだなと思っております。 

せっかくお邪魔しましたので、少しお時間をいただいて、ちょっと話題を紹介させていただ

いて、お話を終わりたいと思います。 

よく読書は学びにつながると言われておりますが、科学的なデータというか、実験データは

前、ほとんどなかったような気がしておりますが、それが最近読書量と学力の変化を追跡した

調査結果が出ました。約４万人を超える方の小学校５年生を対象に調査されたわけですが、そ

こでこんな結果が出ておりました。推察出来るように、たくさん読書している子どもほど学力

は向上したそうであります。最も興味深いのは、算数の学力向上にその度合いがとても大きい

こと、そしてさらに、学力が低い子ほど読書によるプラス効果が大きいということが明らかに
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なったということであります。 

よくご存じのように、「ＡＩ ｖｓ. 教科書が読めない子どもたち」という本で、新井紀子先

生がご指摘いただいている、日本の子ども達の読解力が本当に不足している、そうすると教科

書の意味も分からないということから、これではこれからの子ども達はＡＩに勝てないのでは

ないかということを訴えている話のなかで、やはりもっと読書に親しむなかで読解力をつけて

いくことが必要であるということを示唆していると思いますが、そんな話がありました。 

図書館協議会の皆様方には、本当に色々な形で読書に関わっていただいたり、お力添えいた

だいていることで、本当に深く感謝を申し上げまして、遅参したことのお詫びとさせていただ

いて、お礼に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 


