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開催日：平成２６年５月１５日（木） 

 

調布市立図書館 



平成２６年度第１回図書館協議会議事録 

 

開催日時：平成２６年５月１５日（木） 午後２時から４時３分まで 

会場：文化会館たづくり１０階 １００２学習室 

出席委員（１１人）：野末，井上，宅間，進藤，高野，海本，安本，古澤，片岡，陸，大作 

         

 

【次第】 

(1) 平成２５年度第４回調布市立図書館協議会議事録（案）の承認について 

 (2) 平成２５年度図書館事業報告について 

 (3) 平成２５年度図書館利用状況報告について 

 (4) 平成２６年度図書館事業計画について 

 (5) 平成２５年度調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及 

び評価報告書について 

 (6) 続・調布市立図書館の今後のサービス～１～「開館日及び開館時間」について 

 (7) その他 

  ア 「調布市暮らしの道しるべ」について 

  イ 「小学生にすすめる本第２版」について 

  ウ 収集方針について 

 

【配付資料】 

 資料１ 平成２５年度図書館事業報告 

 資料２ 図書館利用状況報告（平成２５年４月～平成２６年３月期） 

 資料３ 平成２６年度調布市立図書館事業計画 

 資料４ 調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書 

（平成２５年度）（案） 

 資料５ 分館の開館状況 

 資料６ 調布市暮らしの道しるべ 

 資料７ 調布市立図書館地域資料収集等に関する方針 

 資料８ 調布市立図書館ハンディキャップサービス資料収集等に関する方針 



 
- 1 - 

 

 

 

 

 

○事務局（島田）  定刻となりましたので，ただいまから平成２６年度第１

回調布市立図書館協議会を開会いたします。 

 本日は御多忙の中，御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

 初めに，本協議会１号委員として御尽力いただきました森田委員，秋山委員，

石川委員が降任されました。新たな委員といたしまして，飛田給小学校長の井

上潔先生，国領小学校の松田恵子先生，神代高校の宅間由美子先生に委嘱する

こととなりました。これより，図書館長の小池から委嘱状をお渡しいたします。 

 

     （委嘱状授与） 

 

○事務局（島田）  なお，松田委員におかれましては，本日御欠席ですので，

委嘱状は郵送でお届けいたします。また，新たな名簿は机上に置かせていただ

いておりますので，後ほど御確認をお願いいたします。 

 それでは，ここで新任のお２人に自己紹介をお願いしたいと思います。井上

委員，お願いいたします。 

 

○井上委員  本市の飛田給小学校校長の井上と申します。よろしくお願いい

たします。 

 以前委員でありました磯部校長みたいに，私，図書をやった経験もなくて，

これから皆さんにいろいろ教えていただきながら勉強していきたいと思ってい

ますので，ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 自慢をさせていただきますと，本校は，図書室，調べ学習室，それからもう

１つ，絵本の部屋という３つの図書に関係する部屋があるという珍しい小学校

でして，図書にも力を入れていまして，保護者から朝読みとか，ＰＴＡ活動の

ｍｉｍｉの会というのがありまして，それの読み聞かせであるとか，年間２回
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の読書旬間を設けていたり，私も読み聞かせをすることもあるのですけれども，

教員，職員の読み聞かせも年間で行っている学校です。またいろいろ勉強させ

ていただきたいと思いますので，ひとつよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○事務局（島田）  ありがとうございました。宅間委員，お願いいたします。 

 

○宅間委員  皆さん，こんにちは。４月に神代高校に異動してまいりました

宅間由美子と申します。よろしくお願いいたします。 

 都立高校の司書の年数だけが長くなりまして随分なりますが，調布市に異動

してきたのは初めてで，調布市内のことがよく分かりませんので，皆様にいろ

いろ教えていただいて勉強していこうと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 

○事務局（島田）  ありがとうございました。 

 次に，４月１日付けで職員の人事異動がございましたので，紹介させていた

だきます。 

 図書館副主幹の下山でございます。 

 

○下山副主幹  下山でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（島田）  奉仕係長は関に代わりまして，返田でございます。 

 

○返田係長  返田です。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（島田）  地域奉仕係長が木住野に代わりまして，斎木でございま

す。 

 

○斎木係長  斎木と申します。よろしくお願いします。 
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○事務局（島田）  以上で職員の紹介を終わります。 

 続きまして，図書館長の小池から御挨拶申しあげます。 

 

○小池館長  では，改めまして御挨拶させていただきます。 

 本日は御多忙の中，お集まりいただき，ありがとうございます。 

 平成２６年度も４月から始まりましたけれども，１箇月半過ぎた中で，今紹

介もありましたが，人事異動やらいろいろな行事など，また，ゴールデンウィ

ークなどを挟みまして，交代制勤務ということもありながら，正直，これから

が本格的な時期なのかなと。毎度ですけれども，そういう時期になっていると

感じております。 

 今期の協議会においては，図書館運営に関するトピックについて御意見をい

ただきながらということで，今日はその２回目となるかなと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 昨年，この場でも御紹介させていただいた，武雄市の図書館について，角川

ｏｎｅテーマ２１という新書版で『沸騰！図書館』という本が出ました。沸騰

は何に掛けてあるのか。沸騰している温泉に掛けているという人もいますけれ

ども，図書館が熱いよということなのかもしれません。すごい図書館を作りま

したという帯が付いていますが，本自体はこんな感じです。 

 この話題が１年前にあった中で，この１年を通じて，ある意味イメージ戦略

なのだなと感じたところです。最近の新聞報道では，来館が１００万人ありま

したというので，また取り上げられていたようです。中身は正直いろいろある

かなと思いながらも，イメージの重要性を感じたところです。 

 挨拶としてはこの辺にさせていただきながら，本日もお気づきの点などいろ

いろ出していただき，図書館運営に生か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。 

 

○事務局（島田）  次に，審議に当たりまして，皆様にお願いがございます。

御意見をいただく際には，挙手により，委員長の指名を受けてから御発言くだ

さいますよう御協力をお願いいたします。 

 それでは，本日の資料の確認をお願いいたします。 
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 本日の資料は，事前にすべて郵送させていただいております。お手元に資料

の御用意をお願いいたします。 

 まず，資料の番号を付番しておりませんが，「平成２５年度第４回調布市立図

書館協議会議事録（案）」はございますでしょうか。 

 次に，資料１「平成２５年度図書館事業報告書」，Ａ４判のホチキス留めです。

よろしいでしょうか。 

 資料２「図書館利用状況報告（平成２５年４月～平成２６年３月期）」，Ａ４

の１枚のものです。 

 資料３は，「平成２６年度調布市立図書館事業計画」。 

 資料４「調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及

び評価報告書（平成２５年度）（案）」です。Ａ４判，ホチキス留めのものにな

ります。 

 資料５「分館の開館状況」。 

 資料６「調布市暮らしの道しるべ」，小さな２つ折りものです。 

 資料７「調布市立図書館地域資料収集等に関する方針」。 

 資料８「調布市立図書館ハンディキャップサービス資料収集等に関する方針」，

Ａ４の２つ折りのものです。 

 資料はすべておそろいでしょうか。 

 資料の説明は以上です。 

 それでは，野末委員長，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。皆さん，資料はよろしいですね。大

丈夫ですね。 

 それでは，改めましてこんにちは。お忙しい中，ありがとうございます。 

 京王線が何か人身事故で大変だったのですね。 

 

○安本委員  もうちょっと余裕を持って出てくれば…… 

 

○野末委員長  間に合ったので大丈夫です。 

 まず初めに，定足数の確認をいたしたいと思います。本日の出席委員につい
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て事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局（島田）  御報告いたします。松田委員におかれましては，先ほど

も申しあげましたように，御欠席との御連絡をいただいております。つきまし

ては，１１人御出席いただいておりますので，調布市立図書館条例施行規則第

１７条第１項に規定されております定足数に達しております。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。定足数に達しているということです

ので，引き続き進めてまいります。 

 審議に先立ちまして，議題が事前に届いていると思いますが，本日の案件に

ついて非公開とすべき議題があるかどうかをお諮りいたします。 

 本日の議題，特に非公開とする理由はないと考えますが，御異議ございませ

んでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では，異議ないものと認めます。 

 また，本日の傍聴者の定員ですが，５人とさせていただきました。本日の傍

聴希望者の有無について事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局（島田）  御報告いたします。本日の傍聴希望者は１人いらっしゃ

います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  傍聴希望者がいらっしゃるということですので，入場を承認

したいと思います。事務局は議案の第１号が終わりましたら御案内をお願いい

たします。 

 それでは，議題第１号の「平成２５年度第４回調布市立図書館協議会議事録

の承認について」に移りたいと思います。こちらの資料は，先日，事務局から

開催通知と併せて送付がなされていると思います。委員の皆さんは既に確認い

ただいているかと思いますが，修正のお申し出はございますでしょうか。 
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     （「なし」の声あり） 

 では，修正のお申し出はないと思いますので，署名により確定したいと思い

ます。いかがでしょうか。よろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは，事務局は署名の手続をお進めください。

前回の指名を受けたのは進藤委員だと思いますので，後ほど御署名をお願いい

たします。 

 それでは，廊下でお待ちの傍聴希望者の方をお願いします。 

     （傍聴者入室） 

 それでは，議題の第２号「平成２５年度図書館事業報告について」に移りた

いと思います。こちらは小池館長から御説明をお願いいたします。 

 

○小池館長  では，私から，まずは平成２５年度の図書館事業報告を説明さ

せていただきたいと思います。 

 本日は，案件がちょっと多いものですから，資料は事前にお配りしていると

いうこともございますので，若干短目の説明にさせていただきたいと思います

ので，御了承をよろしくお願いいたします。 

 では，まず第１，図書館事業報告についてですが，資料１をお願いいたしま

す。 

 １枚めくっていただいて，１ページに相当するところに短い文章を入れてご

ざいますけれども，図書館事業につきましては，調布市の教育プランにおいて，

生涯にわたって自己実現を目指す機会を提供するということや，調布市社会教

育計画において，市民の学びを支える事業を実施することとしております。多

様化し，質的に高度化する市民の要求に応えるためにも，図書館の基本的な事

業であります資料の収集，また提供，調査支援などを次ページ以降に記載した

とおり実施したところであります。 

 特に，乳幼児からの読書習慣が大事だという認識のもと，各館で０・１・２

歳児のおはなし会，いわゆる赤ちゃんおはなし会ですけれども，図書館全館で

実施するように企画し，実行したところです。平成２５年度は，全館で延べ 

１５８回の実施，また２，９３２人の参加となっております。まだ開催が不定
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期でやっている分館もありますので，間隔のことは別にしましても，今年は，

これを定期的に実施するように計画していることを併せて御報告したいと思っ

ております。 

 続きまして，２ページ以降ですけれども，１，２，３，４，５，６と項目を

大きく分けさせていただいております。 

 １つ目は，図書館協議会のことなど，利用者懇談会も開催しております。 

 また，２番目として，児童関連のサービスとして，いわゆるブックスタート

事業から始まりまして，中学生通信ということで，ぶちねこ便の発行までのこ

とについて記録させていただいております。 

 また，ハンディキャップサービスにつきましても，毎年４月に行っておりま

す協力者の方との懇談会，また，年度末近くになりますけれども，布の絵本の

展示会と続けて事業をしてまいりました。特に，協力いただく方のスキルアッ

プという意味での養成について回数を重ねてきたところであります。 

 また，図書館ボランティアの活動といたしまして，説明会，活動されている

方とのミーティング，また，夏の時期ですけれども，高校生などのサマーボラ

ンティアの受け入れなどを実施したところです。 

 また，地域情報化関連事業としまして，市民の手によるまちの資料情報館事

業についても進めてまいったところです。 

 ６番目，項目数はすごく多いですけれども，成人対象事業といたしまして，

各種講演会，また，初めての方のための読書会，文学散歩，樟まつりなどをア

カデミー愛とぴあとの共催などで実施してきたところであります。 

 内容等については今一度御確認いただいて，何かございましたら御意見をい

ただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，御意見，あるいは御質問

のある委員の方は挙手にてお知らせください。お願いします。――いかがでし

ょうか。どんなことでも結構ですが。大体最初は出にくいのだとは思いますが。 

 小池館長から，今，大分急いでいただいたので，補足があれば若干……。 
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○小池館長  後段のところもありますので。もしあれでしたらば，次に利用

状況や計画などについても報告させていただきます。今日の協議会は，前回に

続いての開館時間などを考えましょうということをメインに考えておりますけ

れども，もしかしたら，そこの場で一体的に御意見をいただいたほうがよろし

いのかなとも考えるところであります。 

 

○野末委員長  そうしたら，関連することもありますので，幾つかの議題を

積み重ねて，行ったり来たりも多少ありますけれども，先に御説明いただける

ところをいただいて，後でまとめて振り返りながらの御意見もありということ

にいたしましょう。 

 では，第２号議案終了ではなくて，いったん保留ということにさせていただ

いて，議案の第３号「平成２５年度図書館利用状況報告について」，引き続き小

池館長から御説明いただくことにしたいと思います。では，館長，お願いしま

す。 

 

○小池館長  では，続けて，平成２５年度の図書館利用の状況について報告

させていただきます。資料２となります。横長の数字が多くあるものになりま

す。 

 この表は，年間通しての状況ではありますけれども，最下段のところですが，

平成２４年度と２５年度を比較することができるように作成しているところで

す。その前に，言葉の定義，意味付けについて改めて説明させていただきたい

と思います。 

 新規登録者数は，この期間において，毎月何人の新しい登録があったかとい

うことになります。その内訳としての成人，児童とありますが，児童というの

は１２歳までになります。それ以外は成人ということです。 

 また，有効登録者数につきましてですが，調布の図書館の有効登録者という

のは，２年間を有効利用と考えております。実務的には年度末，３月の最後の

段階で２年間のさかのぼりを見て，一度でも貸出しの登録がある人を有効登録

者と考えておりまして，そういうコンピュータ処理を掛けたものが有効登録者

数になります。今申しあげたように，３月の最後にこの処理を掛けますので，
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毎月の有効登録者というのは，その年度の最初からの有効登録者との積み上げ

になってまいりますけれども，実際的に平成２５年度の有効登録者は何人だっ

たかというのは，この表中の２月が１０万４，５５２人，３月になると

９万３，７６８人になっておりますが，これが平成２５年度においての有効登

録者数になると御理解いただければと思います。それと平成２４年度との比較

が一番下にあるところになります。 

 次に，予約数につきましてですけれども，予約数というのは，あくまでも受

け付けをした件数といいましょうか，予約が１件起こると１と数えていって，

それを成人資料とか児童資料と分けていますが，本の中で，これは一般向けの

本である，児童向けの本であるという区分けをし，また，地域の分類をするも

のが地域資料，映画の分類をするものが映画の資料という区分けをしたものの

内訳を持ちながらの予約を何件受けたかということの積み上げになっていきま

す。 

 次に，貸出冊数です。こちらも貸出しが，本の場合は１冊，２冊と数えられ

ますけれども，視聴覚資料の場合は１点，２点ということになりますので，仮

に点と呼ぶとすれば，貸出冊数というよりは，貸出点数というほうが正しいの

かもしれませんけれども，そういう数え方をするものとなります。団体貸出に

ついてもということです。これが，ここで計算するときの大雑把な定義となり

ますけれども，その傾向を見ていったときには，平成２５年度は２４年度と比

べたときに，新規の登録者については若干少なくなったということです。 

 予約につきましては，図書については，前年に比べれば３，３００冊程度多

いというところですが，視聴覚資料については予約が少なくなったために，差

し引きでいけば，前年と比べれば，トータルでは若干少なくなったということ

になっております。 

 次に，貸出しについては，図書の類いも視聴覚についても減っていますけれ

ども，全体としては７万３，０００ぐらい減っている状況になっているという

ことになります。 

 この原因について考えるときに，新規のところで内訳を見ていくと，大雑把

ですけれども，２３歳から６４歳までの勤労というのでしょうか，いわゆる大

人の登録が前よりは減っているというところで，そういうところの人たちが新
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規で登録にいらっしゃらなくなったということ。 

 それから，予約については，図書はまだ予約が多いですけれども，視聴覚は

やはり予約が減ってきている。視聴覚資料については，もともと資料点数が少

ないですし，また，増加するペースもすごく遅いものですから，一巡してしま

うと利用する人は少なくなるというのは，当たり前と言えば当たり前かもしれ

ませんけれども，そういう状況はあるということになります。 

 次に，貸出数についても，去年も見ていて思ったのですけれども，新規の登

録者が少ないと貸出しも減ってくるという傾向がありますので，新しい利用者

の減少がこういうところに表れるのかなと思っています。あと，時期的に１月，

２月は天候がすごかったので，来館することが厳しいという状況もあったかも

しれませんけれども，そういうところも，何万単位というところであれば，意

外と影響することはあるかなと感じているところではあります。 

 本当に天候に左右され，先ほど事業計画の中では申しあげませんでしたけれ

ども，実は樟まつりの中で予定した講演会を２回中止しました。こんなことは

今までになかっただろうというぐらいのところで，あの大雪でこういうことに

なったというのは，いろいろな意味でこれからちょっと大変なのかなと思って

いるところです。 

 少し長くなりましたが，状況については以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，せっかくですので，この３号

議案，利用状況の報告について御意見，御質問があれば伺いたいと思いますが，

いかがでしょうか。私からちょっとよろしいですか。これ，前年比を示してい

ただいているのです。もう少しさかのぼって２３年度，２２年度を見ると，先

ほどあった天候の影響で多少上下はあるけれども，調布はどれもかなり高い水

準でずっと推移しているのではないかと理解しているのですが，その認識で良

いのでしょうかというのをお伺いしておきたいのです。２４年と２５年を比べ

ると，マイナスとかプラスが出るのですけれども。では，館長，お願いします。 

 

○小池館長  ２２年度と２３年度を比較したときに，まず大きな落ち込みが

ありました。２３年度，２４年度のところでもやや落ち込み傾向があって，
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２５年度に向けては，２４年度は利用が増えたのです。それで，今回２５年度

は利用が若干減ってきているという状況があります。ですので，高止まりと言

えば高止まりですけれども，大きな変化があったのは２２年度，２３年度だっ

たと記憶しておりますが，そういう状況です。 

 なぜ落ち込んできたかということについては，正直，いまだによく分からな

いところですけれども，利用傾向としては，昨年も申しあげたかと思いますが，

３０代，４０代の利用が落ち込んでいることと，女性の利用が全体的に落ち込

んでいるところがあるということです。 

 図書館を利用しなくなったのはなぜかということですけれども，１つは，働

くことで図書館に足が向きにくくなったのではないかということ。それから，

図書を読むという行為が少なくなって，別の方法で情報を得るという行動が増

えてきているということはあるかと。図書館の場合は，読書をすることと情報

を得るという２面が多分あるかと思うのです。 

 開館時間とかのお話の中でも少し情報提供したいと思っていますが，実は図

書館利用者の中での利用行動の分析はしたことがないので，そういうところで，

もしかすると調べるという行為についての利用が減って，読むという行為，つ

まり，小説を読むとか，そういうことは，もしかしたらあまり変わっていない

のかもしれないのですけれども，そういうところを何となく感じます。すみま

せん，説明になっているか……。 

 以上です。 

 

○野末委員長  いえ，十分です。ありがとうございます。その上限の内訳と

いうか，理由というのですか，今のような館長からのお話にあるところも，後

ほど開館時間等について議論いただくときのヒントになるかなと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○井上委員  よく分からないところがあるので，ちょっと教えていただけま

すか。 

 有効登録者数というのがあります。私，小学生のほうなので，児童というこ

とになりますけれども，児童の数をずっと見てみますと，２月までどんどん増
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えているのです。３月に若干減っているのですけれども，これは途中でやめて

しまうということなのですか。 

 

○小池館長  有効登録者を４月の段階では前年の引継ぎをしながら，新規に

増えた人の分を足し込みながらどんどん積み上げていって，３月の末のときに，

２年間利用しなかった人を削除してしまいます。実際には，この集計は４月に

入ってからしますので，３月３１日現在で，例えば貸出しが２年間なかった人

を削ってしまうと，２月から３月はがくんと落ちるという感じになります。 

 

○井上委員  児童の場合は，当然中学校に上がるときになると，そこで全体

的に削除になるわけですね。 

 

○小池館長  そういう年齢の移動というのも若干あるかと思いますけれども。 

 

○井上委員  ありがとうございます。 

 

○野末委員長  ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，この２号議案，３号議案の資料も後ほどのデータになると思いますの

で，いったんこれも終了というか，保留にして，先に進んでまいりたいと思い

ます。 

 では，次が議題の第４号になります。「平成２６年度図書館事業計画について」

に参りたいと思います。こちらも小池館長から御説明いただきたいと思います。

お願いします。 

 

○小池館長  では，引き続いて２６年度，今年度の事業計画についてであり

ます。資料３となります。 

 めくっていただいて，１ページ，２ページとしてありますけれども，方針と

しましてまず掲げさせていただいて，大きく８点ほど重点的にといいましょう

か，図書館で考えていることについてです。 
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 御存知の方も多いかと思いますけれども，「図書館の設置及び運営上の望まし

い基準」というのが一昨年１２月に告示されました。この基準自体は，図書館

法の中で国がこういう基準を示すのだということが規定されておりまして，今

回は平成２４年１２月１９日付けで告示されたところであります。 

 その中で，図書館とはどういうところなのかという記述がございますけれど

も，今回の場合ですと，知識基盤社会において，図書館は地域の情報拠点等と

しての重要な役割を担うのだという内容が示されております。もちろん読書を

するための存在であることは間違いないのですけれども，加えて地域の情報拠

点ということです。 

 調布の図書館は，従来からそういうことについても活動してきているところ

ですけれども，先ほど事業報告でも申しあげましたとおり，調布市においての

図書館に関する計画の中でも，生涯学習の話や市民の学習を支えるのだという

考え方を持って運営していくことになります。 

 ここには（１）から（８）まで挙げさせていただいていますけれども，毎年

そんなに変わるものではありませんので，ほぼ同様のことをさせていただいて

おります。 

 運営体制について，今回の協議会の中でいろいろ御意見いただくことも参考

にさせていただきながら，サービスをどうしていくのかということを，今年も

引き続き考えていきたいなと思っているところ。 

 また，資料の提供ということ，もちろん貸出しが一番中心になるかと思いま

すけれども，それだけではない，図書館の中で利用していただくこと，図書館

のホームページになるかと思いますが，来館しなくても利用できる方法だとか

ということも引き続き考えていく，できるところは実行していくということ。 

 また，資料を収集することはやはり大事なことになりますので，そのことに

も引き続き取り組んでいくこと。 

 子どもへのサービスについても，「第２次調布市子ども読書活動推進計画」を

策定したこともあり，図書館がやることを中心に進めていきたいということ。

そのためには，職員をしっかり育成していくのだということです。 

 調査支援サービスの中での従来でいうレファレンスサービスに加え，地域資

料や映画資料の収集や整理，提供を引き続きやっていくということ。 
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 また，ハンディキャップサービスについても，録音図書のデジタル化を初め

とした事業の推進や作成をする方の育成，協力をいただくために，養成講座の

ようなものを引き続き開催すること。宅配サービスなどの充実を図っていきた

いということです。 

 あと，中央図書館にしても，分館にしても，調布の図書館の特徴は１１の図

書館があることで，歩いて１０分ぐらいで図書館が利用できるということ。そ

ういう特性を生かしながらの身近な図書館というところで活動を引き続きして

いくということ。 

 また，行政内部も含め，各種団体との協力の中での図書館サービスを引き続

きやっていくということです。 

 最後に，３ページに相当するところも，ほぼ毎年同じような内容ではありま

すけれども，今年，若干設備が老朽化しているということで直すところが出て

きまして，今，国領分館と富士見分館の空調機の更新が予定されているという

ことです。 

 今日の御案内には入れていないので，この場で申しあげますけれども，国領

分館については，６月に３週間ぐらい，蔵書点検の期間を入れると，ほぼ１箇

月ぐらい休館して空調機を交換することが予定されています。富士見分館につ

いては，休館しないで工事ができるのではないかと考えておりますけれども，

秋になると，富士見分館の工事を予定しているということを併せて報告してお

きたいと思います。 

 説明としては以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，これは今年度の事業計画

です。委員の皆さんから御意見，あるいは御質問を承りたいと思います。いか

がでしょうか。では，進藤委員，お願いします。 

 

○進藤委員  ハンディキャップサービスのところに，マルチメディアデイジ

ー利用促進のためのＰＲ活動とあるのですが，具体的にどのようなことをお考

えかということと，デイジーというのは，例えば学校で教科書が読みにくい方，

弱視の方に拡大して見られるとか，学習障害で，背景の色が付いていると読み
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やすいとか，そういう方のためにも使えると聞いておりまして，調布市教育委

員会は，インクルーシブ教育システム構築事業という国の事業を受けているこ

ともあり，何か指導室とかと連携されるようなことはないのかということをち

ょっと伺いたいです。 

 

○野末委員長  どうしましょう。館長から。 

 

○小池館長  では，先に私から。具体的な事業は渋沢から報告させていただ

きますが，指導室との関係の中で，正確に言うと，２４年度中に特別支援の計

画を策定し，２５年度から調布市は推進するのだということになっております。

ただ，その計画の中で，図書館と直接何という具体の計画がある状況にはない

ので，どちらかといえば，まず学校の中での取組の中に，図書館が関わるとい

う場面が出てきたところで御相談があるのかなという認識でおります。 

 まさに先ほどお話ししていただいたように，図書館はそういう実践がありま

すので，逆に言えば，布の絵本の取組もそうですけれども，実践を伝えながら，

各学校，各教員の方に御理解いただいて，教育課程の中で何かできることがあ

れば御利用いただければ良いのかなという，何となく積極的でないように受け

取られるかもしれませんが，今はそういうスタンスでいるところであります。 

 先ほどあったインクルーシブの関係についても，２５年度，たしか２６年度

も引き続きだったと思いますけれども，調和小学校がモデル校みたいな形で取

り組んでいるかと思います。その中での取組に，図書館も生かしていただける

とありがたいかななどと実は思っているところですが，あまりそういうお話は

いただいていないのが現状であります。 

 具体的な話は渋沢のほうで……。 

 

○野末委員長  では，渋沢係長，補足というのか，具体的なところというの

か，お願いします。 

 

○渋沢係長  平成２４年度にマルチメディアデイジーを少しずつ集めていこ

うという方針を決めまして，手に入るものは揃えるようにいたしました。それ
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は引き続き進めておりますが，利用を促進するというのがまだ手探りな状態で

す。 

 というのは，ディスレクシアをまだ御存知ない方が非常に多いのです。まず

は職員も知ろうということで，内部で研修をしたりですとか，市内に調布デイ

ジーという団体がございまして，そちらでマルチメディアデイジーの普及活動

をしているのですけれども，そこと共同して情報を集めたりはしておりますが，

まだＰＲというのは手探り状態です。 

 でも，とりあえずは，困っているお子さんがいるわけですから，周りの大人

の方にそういう子がいるのだということを知っていただきたいなというのはず

っと思っておりまして，何らかの方法でＰＲしていけたらなと思っています。 

 昨年度，調布デイジーで講演会がございました。そこに参加していたお母様

から，実はうちの子はディスレクシアの疑いがあるのだけれどもということで，

図書館に相談にいらして，そこで利用が広がったということがございました。

そんなことで，ＰＲを広めていけたら良いなとは思っております。何か良いア

イデアがありましたらお寄せいただければと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。関連して，あるいはその他でもいか

がでしょうか。御質問でも結構ですけれども。古澤委員，お願いします。 

 

○古澤委員  質問なのですが，今お話に出た言葉が分からないので教えてい

ただきたいのですけれども，まずディスレクシア，あと，デイジーの意味がち

ょっと分からないのと，調布デイジーというのがあるというお話がありました

が，場所は具体的にはどちらでやっていらっしゃるのかを教えてください。 

 

○野末委員長  新任の委員の皆さんもいらっしゃるので，その辺り，簡単に

御説明いただけると――簡単でなくても良いのですけれども，丁寧に御説明い

ただけるとありがたいです。 

 

○渋沢係長  ディスレクシアについてですけれども，いろいろな訳があるの

ですが，読み書き困難が一番分かりやすいかなと思うのです。文字を文字とし
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て認識できないということです。あと，聞こえの問題もあるお子さんもいます。

それが両方混ざっていて，読むのも聞くのもちょっと困難なお子さんもいます

し，文字で書くことも難しいというお子さんもいます。 

 

○進藤委員  知的障害がないという前提の，知的には高いのだけれども，こ

ういうのを見ると，みんな黒い丸みたいに見えてしまったりとか，それは文字，

活字を工夫したり，大きさを工夫したり，背景の色がクリームだと見える人と

か，水色だと見える人とかもいて，脳の中枢機能の問題なので，何かそういう

ことで工夫する。あと，目の動き方の問題で，縦書きは読めないけれども，横

書きだったら読みやすいとか，１行だけなら読めるが，横と混ざって見えてし

まうとか，何かいろいろなものがあるようです。 

 

○野末委員長  何か説明が途中で……。 

 

○渋沢係長  すみません。視覚にも問題がなくて，知能にも問題がないのだ

けれども，文字から情報を読み取るのが難しいということです。 

 思い出してみると，自分も子どもだったときに，クラスに１人，２人，すら

すら読めない子がいましたよね。多分その子がディスレクシアということです。

４．５パーセントぐらいいるそうなのです。ですから，クラスには１人ぐらい

は必ずいるということです。 

 それから，ハンディキャップサービスで，今，取り扱っていますデイジーと

言っているのは，カセットテープに代わるもので，主に音声デイジーというも

のを作っておりますけれども，ディスレクシアのお子さんに向けたもので，マ

ルチメディアデイジーというのがあります。マルチメディアデイジーというの

は，音声だけではなくて，文字情報が入っています。主にパソコンなどで見聞

きするのですけれども，読んでいるところの文字がハイライトで，どこを読ん

でいるかというのが分かるのです。そうすると，耳で確認しながら文字も追え

るということで，文字から情報を得にくい子にとっては非常に有効な手段であ

ると言われています。 

 ちょっと外れるかもしれないのですが，そういうお子さんたちが差し迫って
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困っているのが教科書なのです。今，調布デイジーでは，教科書を作るお手伝

いなどをしています。図書館は，そことはちょっと離れておりますので，読書

の面で応援していければなと考えています。 

 こんなのでお分かりいただけますか。 

 

○野末委員長  では，館長から。 

 

○小池館長  補足を。今，資料をお持ちしますので，それで確認していただ

ければと思いますけれども，デイジーというのは，従来，アナログでカセット

テープに吹き込んでいたものをデジタル化することで処理しやすくなるという

ことの国際規格の名前です。 

 そうすると，カセットテープの時代で言えば，頭出しができないことができ

るようになるだとか，先ほどのこの本ですと，章立てがしてあったときに，何

章から読み始めるとか，そういうことが簡単にできるようになっています。も

ちろんそのための装置が必要ですけれども，そういうものです。それに動画と

か絵とかテキスト，文字情報ですね。そういうのがうまく同期をとって動くよ

うにしてあるのがマルチメディアデイジーという規格になります。 

 最後に紹介されると思うのですけれども，ハンディキャップサービスの収集

に関する方針の中に，その辺りの定義も若干入れさせていただいているかなと

思います。最近，みんな慣れて，デイジーだとか，そういう言い方がささっと

出てしまうのですけれども，ここにあるようにデイジーは，デジタル・アクセ

シブル・インフォメーション・システムの頭文字を取ったものになっていきま

す。ここに公式な定義付けはしてあります。後で資料を持ってきます。 

 それから，調布デイジーという団体の所在地というか，連絡先についてもリ

ーフレットがありますので，後ほどそれで紹介したいと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。今，もしかして何か取りに行ってく

ださっているのですね。多分現物を御覧いただくのか一番分かりやすいと思う

のです。 
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○小池館長  もし，お時間があれば，終わってから６階のほうで実際のもの

を見てというか，触っていただくと分かるかなと。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。良いですね。改めて勉強になります

ね。ディスレクシアは今何と訳されているのですか。 

 

○小池館長  読み書き障害。 

 

○野末委員長  いわゆる学習障害の一種で，一部分だけ脳の障害のせいで，

例えば計算だけができないとかというのと同じように，結構な割合でいると言

われているのです。 

 

○小池館長  たしか，日本だと小学生で７０万人ぐらいいるというのが文部

科学省の報告で，４．５パーセントというのはそういう数字です。すみません，

自由にしゃべってしまって申し訳ございません。 

 

○野末委員長  どうぞ，大丈夫です。 

 

○進藤委員  その読み書き障害の方，特に読み障害の方は，お友達もそのよ

うに見えるのだろうと思っているので，自分がそのように困難があるというこ

とを主張しにくい，できにくいのです。ですから，頭が悪いと言われて，そう

なのだと思っていたりすることがあります。 

 

○野末委員長  この言葉がここまできちんと認識されたのは最近ですよね。

民族性があって，例えばヨーロッパなどだと，下手すると成人でも１割とか２

割いるのかな。だから，どこの学校でも必ずサポート体制がきちんとしている

のですけれども，日本はそこまでの割合がないので，あまり気づかれにくかっ

たということみたいです。 

デイジーは何ですか，昔でいう聞く本みたいなイメージですかね。聞く本の

もうちょっと高級なバーションというか，何ですかね。 
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○小池館長  オーディオブックのデジタル版だと言えばそうなのですけれど

も，またそことはちょっと違う。 

 

○野末委員長  ちょっと違いますね。どうぞ。 

 

○高野委員  蛇足ですけれども，宮部みゆきの『模倣犯』に出てきます。 

 

○野末委員長  なるほど，ありがとうございます。 

 今お配りいただいているものが何ですか。どうぞ，お願いします。 

 

○渋沢係長  「『読める』って，楽しい。」という日本障害者リハビリテーシ

ョン協会から出ているものなのですが，これを御覧いただくと，ディスレクシ

アはこのように文字が見えているということがよくお分かりいただけるかと思

います。マルチメディアデイジーについてもこちらに説明があります。 

 

○野末委員長  あとは，マルチメディアデイジーを紹介した図書館だよりの

特集号がありますので，御入り用の方は，部数がそこまでないようなので，早

いもの勝ちです。今，こちらで簡単なデモンストレーションを……。（実物を）

回していただきます。――安本委員。 

 

○安本委員  以前にも見せていただいたのですけれども，これは機器とソフ

トという感じで，ソフトを収集するということは，ソフトを買い足していけば

幾らでも増やせるのですか。 

 

○小池館長  今見てもらっているのは，タブレット型端末を使っていますけ

れども，それで動くソフトウェアがあれば，もちろん再生ができる。あと，マ

ルチメディアデイジーを作る，あるいはマルチメディアデイジーを作るための

オーサリングソフトもあって，それがあれば，正直，だれでもやれるものだと

認識しております。 
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 あとは，どうしてもＯＳに依存してしまうので，他の携帯型端末用ＯＳで動

くかどうかは私はちょっと知りませんけれども，ＰＣ用の某ＯＳとこちらのＯ

Ｓでは動くものがあるのだと思います。ですので，あとは作るのが一番大変な

話で，まさに録音図書を作るのがまず基本になるので，録音図書を作ることに

ついては片岡さんとかにお話しいただいたほうがいいかもしれませんけれども，

何箇月もかかるということがありますので，そこがまず１つあって，それから

画像や動画などをどのように処理していくかというところがかなり大変なこと

だと思います。やはり手間暇はどうしてもかかってしまうと思います。何か本

が１冊出てきたら，それが自動的にできるという技術はまだないのではないで

すか。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，関連してでも，そのほかでも

よろしいのですが，いかがでしょうか。今，お手元に資料をお配りいただきま

したし，お回しもいただきましたので，いかがでしょうか。それでは，片岡委

員，どうぞ。 

 

○片岡委員  今，こういう形で識字障害とか，目が見えないという障害に対

するいろいろなサポートということで，調布の図書館というのは，ハンディキ

ャップサービスという１つのセクションが頑張ってやってくださっています。

これは，ほかのところといつも比べてしまうのですけれども，かなりのところ

までレベルがいっているのです。 

 先ほど事業報告を拝見していまして，講座とか講演会とか，すばらしいもの

がかなり組まれていて，この内容は，耳の聞こえない方に対するいろいろなサ

ポートがあるのかどうかというのがちょっと気になっていたのです。さっきか

らこれを言おうかどうか迷っていたのですけれども，最近，私も福祉センター

のほうで関わっていまして，いわゆる障害と言えない障害，加齢による聞こえ

の悪さから来る聞こえないという障害を抱えていらっしゃる方が年々増えてき

ている。我々の年代から，やはりこれからかなり増えつつあると思うのです。 

 だけれども，図書館が情報発信の拠点となるということであれば，耳から入

る情報というのもばかにできないことだと思うのですが，その辺のサポートは，
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図書館としての見解といいますか，その辺をどのように考えていらっしゃるか

なということをちょっと伺いたいと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。これはどうしましょうか。では，渋

沢さん。 

 

○渋沢係長  耳の御不自由な方というのはなかなか分からないのです。図書

館にいらしていても，利用カードで本を借りて，そのまま帰ってしまわれると

本当に分からないのです。予約の連絡は今Ｅメールでもできますし，耳が不自

由なので，ＦＡＸでくださいという御要望もたまにあって，それにはお応えし

ているのですけれども，耳が御不自由だということをなかなかこちらで把握し

にくい現状があります。 

 今のところ，ハンディキャップサービスでは，予約のお知らせをＦＡＸです

るということをやっておりますが，どのようにしていったらよろしいか……。 

 

○片岡委員  ごめんなさい。困らせてしまって申し訳ないのですが，最近，

外国のニュースなどを見ていますと，手話通訳が必ず付くのです。残念ながら，

日本のニュースでは，手話通訳を日常的に付けているという状況にはないので

す。国会の傍聴に関しても，手話通訳がたまに付くことはあるのですが，傍聴

の現場では，つい最近になって要約筆記という手段が付くようになって，聞こ

えない方たちの情報保障が行われるようになってきたのです。 

 こういう図書館という知の宝庫の中にあって，情報を取りたいのに取れない。

だけれども，図書館としては，それを日常的に，当たり前のこととして情報を

保障してあげるという考え方が普通なのかどうか，それは特別なのだよという

ことなのか，その辺を考える必要があるのかなと最近考えています。 

 ですので，こうしてほしいということではないのですが，世の中の動きとし

て，やはり少しずつそのように流れていくのではないかということで，図書館

としても，もしこういう講演会とか，そういうことがあるのだったらば，そう

いうことも考えてほしいなと思いました。 

 やはり聞こえないというのは，今，渋沢さんがおっしゃったように，見えな
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い障害なので，では，そちらから申告しなさいということなのかなということ

なのです。障害福祉課にも散々要望しているのですが，こちらから言わなけれ

ばサポートしてもらえないものなのか，あるいは市民サービスとして当たり前

に提供してもらえるものなのか，その辺のスタンスをもう一度考える必要があ

るのかなと考えています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。小池館長，どうぞ。 

 

○小池館長  私は手話ができないので，現実がよく分からないのですけれど

も，鳥取県が県の条例で手話は公用語だと決めました。そういう社会的な盛り

上がりがどうしてできたのかというのがまずよく分からないのです。なぜ鳥取

県がそういうことをやったのかがよく分からないのですけれども，例えば何か

そういう盛り上がりがあることがまず必要なのかもしれないし，上から決まっ

たからこうしなさいということでは，面倒な話がまた増えましたよねみたいな

ことになると，実際には広がらないということもあってしまうと思うのです。 

 ですから，今，片岡さんがおっしゃったようなことを社会的に認識する。さ

っきもありましたけれども，このように見えているものだとか，このようにみ

んな認識しているものだなどということを思ってしまうのが一番問題なので，

やはりそこら辺をどのように広めていくかということが大事なのかなと思いま

す。 

 あまり答えにならないかもしれませんけれども，普通のサービスというか，

普通にそういうことがあるのだよという認識を，少なくとも市役所の人や図書

館の人が持っていることがまず必要なのかなという感じがします。障害福祉課

では，聴覚障害ではないですけれども，文字ということで，視覚にかかわるこ

とで，色の使い方や音声コードの使用の促進だとかということを先日も発信し

てきましたが，やはりそういうことも一方で必要なのかもしれないかなと思っ

ています。 

 情報がないと何だか問題だよねと言って終わってしまっていて，事が進まな

いので，一歩でもそういう実践を積み重ねていくことが必要かなと思っていま

す。 
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○野末委員長  どうぞ，海本さん。 

 

○海本委員  遅れているので，申し訳ないのですけれども，講演会につきま

しては，方向性として考えなければいけない問題だと最近は特に痛感しており

ます。そういった加齢で耳が聞こえなくなって来られた方がどんどん増えてい

るということは，本当に目には見えませんので，あとは皆さんが頑張って，聞

こえているふりをなさる方が本当にたくさんいらっしゃる。そうしますと，講

演をしましても，せっかくのお話が入らなかったり，眠ってしまわれたりする

と，印象的に講師の方に非常に気を使ってしまったりということがありました。

かといって，手話を入れることも考えたのですけれども，もし御要望があるよ

うでしたら，そういう方たちに向けて，そういう企画をすることも考えたいと

思うのです。 

 こちらは高齢者のほうで，ハンディキャップのある方々のためのということ

は，これまであまり念頭に置いてきませんでしたけれども，そういったお子さ

んたちのためにできることがあれば，みんなで協力して，そういう方向でやっ

ていけば良いのではないかと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。こういう協議会はいろいろな意味が

あると思うのです。こういう場で，いろいろなお立場の方がいらっしゃって，

図書館という場を借りて，まさに情報共有ができて，これでまたそれぞれ持ち

場に持って帰っていただいたときにちょっとずつ広がって，きっかけになって

いけば良いなと思います。 

 では，ここまでのところも後ほど振り返っていただくことができるという前

提で，先に進んでみたいと思います。 

 では，議題の第５号になります。「平成２５年度調布市教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書について」に移りたいと思

います。では，これも小池館長から御説明をお願いします。 

 

○小池館長  では，引き続き，今の長いタイトルの議案についてでございま
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す。資料４でありますが，併せて議題第５号参考資料として付けたものを見て

いただければと思います。そもそもこの報告書とは何なのかということがここ

に説明させていただいています。 

 略して教育委員会の点検評価と申しておりますけれども，これは教育基本法

が改正される中で，地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され，自

己点検評価し，それを公表するのだという規定がされたところから，調布市教

育委員会は平成２０年から取り組んでいるところです。この点検評価の中で，

毎年度行っていますけれども，平成２５年度事業についての点検ということに

なっております。 

 今後のスケジュールとして，これは図書館の分だけですけれども，図書館と

かほかの部署がそれぞれこういう点検評価をしたうえで，有識者の意見をいた

だく中で，９月までにこれをまとめます。その材料になるものとして，こちら

に出させていただいているということになります。 

 資料４で説明させていただくと，図書館に関わる事業として，目次がないの

で，分かりづらくて申し訳ないのですけれども，ここにある１３事業を入れて

あります。それについて，この事業はどういう事業なのか，今年は何をする予

定であったか，それがどうだったかということを記述して，うまくいかなかっ

た，あるいは改善したほうが良い方向性みたいなものがあれば記載するという

様式になっています。 

 最終的なものについては７月，８月，９月の段階で取りまとめ，９月の市議

会に報告されて，その後，公表されることになります。 

 今日は時間があまりありませんので，御一読いただいて，何かこういう認識

は違うのではないかとか，この辺はもう少し強調したほうがよろしいのではな

いかとか，そういう御意見をいただければありがたいなと思っております。今

日はこの場でいただければよろしいかと思いますけれども，若干間違いなども

入っていたりしますので，それぞれの事業について見ていただいて，何かあり

ましたら，お寄せいただければなと思っているところです。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。確認ですけれども，資料４は，項目
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１，２，３というか，上半分を図書館でまとめて，下の４の点検評価のところ

は，外部の有識者の方が評価委員として書いたということですか。 

 

○小池館長  申し訳ありません。ここの各シートは，各部署が作成します。

ですので，自己点検になります。自分で目標をこうして，こういう結果だった

ので，評価がＡですとか，Ｂですとかというようにしているものです。これを

一通りまとめた段階で，これの総括表みたいなものをまた作って，それと一体

にしたものを有識者の方に御覧いただいて，コメントをいただくという流れに

なっていきます。 

 最終の形を今お持ちしていないので，申し訳ないのですが，最終的には調布

市教育委員会事業で１３４件ぐらいありますので，それぞれについてすべてや

っていく。学芸大の倉持先生，純心女子大の吉澤先生，帝京大学の若林先生の

御意見をいただくという流れになります。 

 

○野末委員長  分かりました。そうか，だから案になっているのですね。今

の時点のものと。 

 

○小池館長  そうです。あくまでも案です。 

 

○野末委員長  分かりました。では，今この場でもしありましたら，御意見

を頂戴しますが，いかがでしょうか。では，高野委員，お願いします。 

 

○高野委員  時間が押しているということでしたので，意見だけ。討議して

いただきということではないのですけれども，この前の集まりのときも樟まつ

りの持ち方について，たづくりだけに会場が集中していることはもうちょっと

考えましょうかという意見が出たと思うのです。 

 ２ページをつらつらと見ますと，本当にすばらしい企画が並んでいて，すご

くもったいないなとも思いましたが，１０の分館の貸出状況は記録に残らない

としても，どういう傾向の人たちが分館を利用しているのかというのは，分館

の職員の方たちは大体掴めていると思うので，例えば，そういうところから地
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域の人たちがどういうことを考えているのかということをリサーチできると思

うのです。それをテーマにして，各々の分館がテーマを考え出すという方向が

あっても良いのではないかと思いました。全部の分館がというのではなくて，

１つでも２つでも良いから，そういう試みがなされていくと，少しずつ地域の

ものになっていくのかなと考えます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。これは御意見として賜って……。 

 

○高野委員  はい。 

 

○野末委員長  御協力ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。ど

うぞ，宅間委員。 

 

○宅間委員  初めてなので，教えていただきたいのですが，４ページの資料

収集のところに，高架下資料保存庫の整備を進めたが，さらに書庫スペースの

確保が課題であるというところがあります。書庫のことだと思うのですが，こ

この図書館と別のところに保存庫をお持ちということなのかなと。場所がどの

辺にあるのかということと，新しい書庫の計画がおありなのでしょうか。 

 

○野末委員長  それでは，館長，お願いします。 

 

○小池館長  調布の図書館の蔵書が今１３０万冊ぐらいあります。計算上は

１０９万冊の収蔵スペースになっています。それで，各図書館の開架スペース

を中心にして保管されていると。たづくりにある中央図書館は地下に書庫があ

りまして，そちらのほうにも本が置ける。それ以外に，西調布体育館の向かい

になりますけれども，西調布のほうに資料保存庫を持っていて，これが高架下

資料保存庫ということになります。そこの収蔵スペースとしては２０万冊とい

う計算で作ってありますが，あふれているのが現状です。それから，新しい書

庫の計画は，今のところ具体はありません。ですので，極端に言えば，１１０

万冊のところに何とか１３０万冊を収蔵すると。 
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 今後どうしていくかというところは，新しいのをつくるのはなかなか大変な

ので，その範囲の中でやりくりするというようになるのか，あるいは調布の図

書館からはみ出したものをどこかで保管してもらうとか，そういうことを考え

なければいけないのではないかというところで，話はなかなか進まないという

のが現状であります。 

 

○宅間委員  ありがとうございました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。――それ

では，先に進んでおきたいと思います。もちろんここも後ほどの話に関連しま

すので，戻って御質問，御意見をいただくということで先に進みたいと思いま

す。 

 それでは，議題の第６号，「続」と付いておりますが，「続・調布市立図書館

の今後のサービス～１～『開館日及び開館時間』について」に入りたいと思い

ます。では，小池館長，お願いします。 

 

○小池館長  では，引き続いて，今度は資料５で説明したいと思います。 

 前回，私が欠席して申し訳ございませんでした。ですので，議事録を拝見し

て，どういうやり取りだったかというのは掴んだつもりではありますけれども，

今回作成させていただいたのは，その中から幾つかポイントになることをまと

めてみたという資料になります。ですので，もちろん漏れているものや，まと

め方がちょっと違うのではないかという御意見もあろうかと思いますけれども，

それは，今日の話の中でもしありましたら御指摘いただければなと思っており

ます。 

 資料５ですけれども，前回，分館の開館の状況を中心に確認しながら，こう

あったほうがよろしいのではないかという意見が幾つか出ていたかと思います。

利用者の視点の話，また，例えば館によって開館時間を変えてみるとか，曜日

によって変えてみるとか，そういうお話があったかなと思います。 

 めくっていただいて，２ページには，分館が今どんな状況にあるかというの

を簡単に説明したものになります。３ページ，４ページは，開館時間がどのよ
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うに変わってきたかということになります。 

 まず，そこまでのところを改めてお話をしたいと思いますが，利用者の視点

からということでいけば，開館時間は長いほうが良いのではないかとか，中央

図書館が長くて，分館が早く閉まってしまうのはやはり不便だよねというお話，

あるいは開館時間というのは，その立地条件に合わせて変えても良いのではな

いかというお話があったかと思います。 

 また，その話の１つの方法として，館ごとに変えてみたらどうだろうかとい

うお話。地域の特徴があれば，それに合った運営ができるのではないかという

こと。ただ一方，あちらの館は長くて，こちらの館は短いということになった

ときにどうなのだろうかと。 

 あと，具体的に運営するときにどうしたら良いか，職員体制の話です。例え

ば，応援でそれをやることはもちろん可能だと思いますけれども，逆にロスが

多いのではないかというお話もあったかと思います。 

 それから，曜日によって変える。今も若干やっているわけですが，例えば一

日でも長く開館している日を決めてしまう。今，水曜日と金曜日は午後６時ま

で延ばすと言っても良いのですが，そのようにしていますけれども，それを極

端に，例えば午後８時とか，ここですと午後９時とかという話もあったかと思

います。 

 逆に，同じ開館時間を確保するのだけれども，午前１１時から午後９時まで

というように，下に変更するみたいなイメージの話があったかと思います。た

だ，今，午前９時に一律開館すると周知して，みんなそのように行動している

ので，来てみたら，今日は午前１１時からの開館ですとか午後０時からの開館

ですというのは，逆に混乱してしまうのではないかとか，先ほど館によってと

いうのもそうですけれども，この館は何時から開いてというのは，逆に混乱し

てしまうのではないかという御意見もあったかと思います。 

 ２ページ目ですけれども，分館の特性として，例えばこのようなまとめ方が

できるかなということになります。深大寺分館，緑ケ丘分館，若葉分館がいわ

ゆる単独で，図書館だけで建っているところです。深大寺分館は，この前建て

替えたばかりですので，平成２３年というのは，昭和２３年の間違いかと一瞬

思ってしまいましたけれども，確かに平成２３年に開館して，宅地と農地の間
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に建っているというところです。緑ケ丘分館は団地の中，若葉分館は小学校の

前です。若葉の森の中にあるみたいなイメージです。保育園との併設がこの４

館になるかと思います。国領分館，神代分館，宮の下分館，富士見分館です。

書いている順番に開館していっていますので，そういうことになります。それ

から，地域福祉センターの併設ということでの染地分館。児童館との併設であ

る佐須分館です。あと，調和分館は，小学校との併設ですけれども，地域開放

施設の中の調和分館ということになっています。これが分館の特性ということ

です。 

 ３ページ，４ページは，開館以来どのように変化してきたかということを示

したものです。「数字で見る図書館活動」の中にも書いているものを転載したよ

うなものでありますが，見てのとおり，結構いろいろな変遷があったかなと思

います。 

 昭和４０年当時で，曜日によって午後７時まで開けていた図書館だったとい

うのもちょっと特徴的かなと個人的には思っています。余計なお話かもしれま

せんが，戦争が終わってすぐ図書館活動が再開された時代は，調布の図書館で

はなく，荒川の図書館だとか旧東京市などは，夜の１０時だとか１２時まで開

いていた時代もあるということで，勤労者の便を図ろうとか，そういうことが

あったと聞いていますけれども，開館のころから曜日によっては夜長く開けて

いたということなのです。ただ，午前中は閉めているところは間違いなくあっ

たということです。分館についても，開館するのは基本的に午後ということで

ずっと開館してきて，平成３年ぐらいから徐々に午前中が開くようになってき

たということになっています。 

 次に，５ページ以降ですけれども，では，今の利用状況はどうなのだろうか

ということを集計してみたものです。２００８年と２０１３年の６月と１２月

――担当が作ったときには，日の長い６月と日の短い１２月という視点で，数

字がちょっと多いので，作ってみたところですけれども，それで見たときに，

特徴的なところで，国領分館は駅に近い，深大寺分館は単館で住宅地と農地の

近くにある。若葉分館は単館で住宅地にある。また，調布の中心から見れば東

側，また北側というところの特徴を持っているということです。 

 国領分館について見たときには，単純な計算になってしまうかもしれません
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けれども，水曜日と金曜日は延長開館で午後６時までですが，国領は，２００８

年は水曜日よりは金曜日が多かったなと。でも，昨年２０１３年は，金曜日の

ほうが若干多くなったという傾向が見られたということです。 

 深大寺分館についても同じような感じです。ただ，新しくなってから全体的

に利用は若干増えているのですけれども，位置がちょっと変わったのです。貸

出し全体はもちろん伸びているのだけれども，延長開館ということで１時間延

びているところで，では利用が増えたかというと，そうでもないというところ

です。お近くの方は分かると思うのですが，夕方になると図書館まで行かない

というぐらいのところです。 

 若葉分館も金曜日のほうが多いなという傾向が何となくあったということで

す。 

 全体的には，延長開館のときの利用者数は減っているらしいのです。これは

なぜなのかちょっとよく分からないのですが，見ようによっては，午後６時ま

での開館ぐらいだと中途半端であまり利用しないという考え方もあるかもしれ

ませんが，今の現状ではこんな状態になっているということを資料として作成

させていただきましたので，御確認いただければと思います。 

 説明としては以上になります。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。新しい委員の方もいらっしゃるので，

前回，開館日と開館時間について自由に意見を述べ合おうということでやって

いたのです。なかなか盛り上がって，では継続ということで，前回その議論を

基にもう少しペーパーをまとめていただいて，それを基に次回話し合いましょ

うということで，今日，非常に丁寧にまとめていただいたと思っています。 

 論点がかなり整理されてきていますので，これだけでもかなり意味があった

作業かなと思いますので，これを基に図書館で考えていただくこともできます。

今日はその他の議題が若干残っていますが，こちらの議題について少し時間を

とりたいと思いますので，ここで結論を得るというよりも，皆さんからの提案

と御意見をいただいて，さらにこの資料を少しブラッシュアップしていくイメ

ージで今日はよろしいかと思いますので，御意見を頂戴できればと思います。 

 どなたからでも，どの点からでも結構ですので，いかがでしょうか。御質問
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からでも結構です。では，古澤委員からお願いします。 

 

○古澤委員  資料ありがとうございました。私が一番気にしていたのは夏と

冬のことなのですけれども，今その資料といいますと，２００８年６月，１２

月と２０１３年６月，１２月の資料になるかと思うのです。３，４ページは平

成で表されているのですが，こちらは２００８年と２０１３年となっているの

です。自分で計算すれば良いのですが，２００８年というのは平成いつになり

ますでしょうか。 

 

○小池館長  平成２０年になるかな。自分でも……すみません。 

 

○古澤委員  平成２０年ということは，開館時間は分館ですと，水，金以外

は９時～１７時でよろしかったでしょうか。 

 

○小池館長  夏の開館時間は，水曜日と金曜日が午後６時までというのは，

平成２０年のときと今も変わっていないです。 

 

○古澤委員  そうすると，同じ比較ができるということでよろしいですね。 

 

○小池館長  そうですね。 

 

○古澤委員  実は，開館でないところにゼロを入れないでいただくと助かっ

たのですけれども，ゼロというのが入ると，いないというように判断してしま

うのです。こちらは空欄と思ってよろしいのですね。 

 

○小池館長  そうですね。 

 

○古澤委員  分かりました。やはり６月は，水，金だけでも午後６時まで来

る方は意外にいるのだなというのが印象です。やはり外がまだ明るいので，仕

事帰りですとか，涼しくなった時間帯に本を借りに行こうかなど思うのではな



 
- 33 - 

いかと思いました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。今，別添の４ページ分の資料のこと

をおっしゃっていたわけですよね。これ，ですよね。 

 

○古澤委員  はい，そうです。 

 

○野末委員長  この資料は，要するに水曜日と金曜日は１７時から１８時の

ところが実数というか，開館しているわけです。ほかの曜日は開館していない

ので，当然ゼロだという話なので，ないものとしてくださいということです。

ざっと見る限り，６月は明るいので，夕方，人がいるけれども，１２月は暗い

ので，あまりいないのではないかという読み方で良いのですか。そうではない

のですか。 

 

○小池館長  １２月は延長開館をしていないので，もともとゼロです。４月

から９月までが夏時間――４月を夏時間というのも変ですが――で延長開館を

している。１０月になると日がどんどん暮れてきて，危ないということもある

ので，午後５時で閉めるということにしています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。というように見るものです。 

 

○小池館長  雑な資料ですみません。 

 

○野末委員長  大丈夫です。夕方の延長開館をしたときにいらっしゃってい

る方，貸出冊数ですけれども，２００８年と２０１３年を比べると少し減って

います。これは何か思い当たる理由というか，何かありますか。 

 

○小池館長  ２００８年を選んだ理由は，５年という単純な理由ですけれど

も，その間に何があったかといっても，最初に申しあげた貸出全体が少し落ち
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てきていますよねというところが，人の活動が図書館に向かなくなったという

ところで，もしかしたら全体的にあるのかなという感じはします。ただ，分館

の利用自体は基本的には伸びているのです。ただ，平成２５年度に関して言え

ば，分館の貸出しも利用が減っているので，その辺はどうなのかなと。午後６

時までの時間が減る理由はちょっと分からないのが正直なところです。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。御意見でも御質問でも結構ですが，

いかがでしょうか。では，高野委員，お願いします。 

 

○高野委員  私が考えたのは，資料に長所と短所をいろいろ書いていただい

たし，裏に分館の特性として書いていただいたのがとても良かったと思ってい

て，時間の延長は，私が最初に出たときに，開館時間をずらして閉館時間を延

ばすという考えを私は持っておりまして，子どもを育てる若いお母さんたちが

保育園などに子どもを預けた後に図書館にちょっと寄って，子どものための本

を借りられるということに重点を置きたいと考えるものですから，保育園との

併設館に絞って，この辺りから開館時間をずらし，閉館時間を延ばすというこ

とを考えていただくのが良いかなと考えます。 

 表に載っている国領分館と深大寺分館と若葉分館になぜか惑わされて，随分

迷っていろいろ考えたのですけれども，国領分館は保育園の２階にあり，深大

寺分館は，この間深大寺保育園に行ったものですから，深大寺分館もちゃんと

見てきたのですが，分館と保育園が結構近い位置にあるのです。そうすると，

保育園との併設館ではないけれども，深大寺分館もやはり保育園がすぐそばに

あるということで考慮に入れていただいて，その辺りのところで利用時間帯を

ちょっと延ばして，保育園帰りに，お母さんがどれだけ子どものために本を考

えるかということを念頭に置いていただいてやっていただくと良いと思うので

す。 

 それから，若葉分館も小学校の前ですから，小さい子ではなくて，もしかす

ると小学生も――午後５時過ぎに小学生が来てくれるかどうかは分からないで

すけれども。 
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○野末委員長  ありがとうございます。こういった御意見を少し皆さんから

お出しいただきたいと思います。では，安本委員，どうぞ。 

 

○安本委員  今，子どもが午後５時過ぎにしたら少し来るのではないかとい

う御意見が高野委員からございましたけれども，小さい子どもを育てているお

母さん方にとっては，午後５時過ぎに子どもがうろうろされるのは，今，社会

的にちょっと心配な状況になってきているのではないかと思います。図書館が

午後６時まで開いているということになると，特に家に近い分館では，午後６

時まで図書館にいる子も出てくるのではないか。そうすると，親としてはちょ

っと心配かなと。小学生のお母さんたちは，午後４時４５分の鐘が鳴ったら帰

っていらっしゃいねという方もいらっしゃいます。 

 特に，保育園と併設されている分館は，子どもたちもなじみがあると思うの

です。今まで通っていた保育園に図書館があるということは，とっつきやすい

図書館だと思います。そういう図書館が少し夜遅くまで開いているというのは，

小学生，中学生を持つ親としては心配かなというのはございます。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。なかなか難しいですよね。小・中学

校の親御さんと保育園に通わせている親御さんとそれぞれまた違いがあります

ので。館長，どうぞ。 

 

○小池館長  井上校長にお聞きしたいのですけれども，逆に小学校とかのお

子さんたちの行動を考えたときに，夕方はどうしているのか。ちなみに，若葉

分館の場合は，一回帰ってからいらっしゃいと学校では指導されているので，

変な話かもしれないですけれども，学校帰りに行けないのです。 

 

○井上委員  学校帰りは大体ユーフォーですよね。あとは，児童館にちゃん

と登録してある子はそちらに行く。あと，実態からいいますと，いろいろな御

家庭があります。私も夕方歩くと，当然下校の時刻が決まっていて，保護者に

も呼び掛けています。でも，公園で真っ暗な中で遊んでいたり，そんなのはい
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ろいろなところであるわけです。どちらかというと，図書館だと，行き帰りは

別としまして，割と安心，変な人に捕まることはないかなと。そういう点では，

逆に言うと，図書館で黙って本を読める子はすごい子だと思うのですけれども，

そういうお子さんの居場所があるとありがたいのです。 

 ただ，学校としては，時間は守ってほしいのですけれども，今，それがなか

なかすべて行き届かないところがあります。 

 それから，これを見ていて，どちらかというと東側のほうにこういう開館が

多いですね。西側はあまりないですね。 

 

○安本委員  中央図書館に近いということがありますね。 

 

○野末委員長  では，館長から。 

 

○小池館長  先生には資料が十分行き渡っていないので申し訳ないですが，

調布の図書館の場合，図書館を中心に８００メートルの円を描くと，人が住ん

でいるところは全部カバーできることになっているのです。西側のほうで言え

ば，中央図書館と富士見分館と宮の下分館が大体カバーできるということで，

飛田給小学校はちょっとあれですけれども，かろうじて宮の下分館がカバーし

ているという…… 

 

○井上委員  一番厳しいところですね（笑声）。だからですね。分かりまし 

た。 

 

○小池館長  ただ，実際に飛田給の辺りで，今，住む人が増えてきていて，

昔に比べて宮の下分館の利用は増えているのです。ですから，逆にあの辺に図

書館がもっと欲しい，あるいは少なくとも返却や予約の本の受渡しができると

ころが欲しいという御要望は昔からいただいているところであります。現状と

してはそんなところです。 

 

○井上委員  ありがとうございます。 
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○野末委員長  安本委員，どうぞ。 

 

○安本委員  ユーフォーに子どもを取られてしまっているということはない

ですか。それまで，放課後になったらおうちに帰って図書館に来ていた子たち

が，学校帰りにまっすぐ行けますから，ユーフォーに取られてしまっていると

いうことはないですか。 

 

○野末委員長  どうぞ。 

 

○小池館長  分析していませんので，開設年次と図書館のを見てみれば少し

分かるかもしれないです。夕方の時間帯なので出せるのか。順次開設して，

２５年度で最終，全部できたのです。では，ここ５年ぐらいのをリサーチして

みましょうか。すみません，ありがとうございます。 

 

○野末委員長  どうぞ，海本委員。 

 

○海本委員  これを見ていて，どの時間帯もあまり差がないのです。これは，

どこをどうしたら良いかという時間的なあれは難しいかなと思います。どうし

ましょうという。 

 

○野末委員長  大作委員，どうぞ。 

 

○大作委員  時間ではなくて，行ごとの合計はどうなのかなということが気

になって，２０１３年６月のを数えてみたのですけれども，そうすると，立地

が一番良いといいますか，国領分館が全体的に多いというのと，日曜日だと若

葉分館との差が１３０人ぐらいはあるというのが分かったので，立地に応じた

開館時間の柔軟性は検討できるかなと思ったのです。 

 高野委員が言われたように，１時間延ばすことで，お迎えに行ったお母さん

が図書館に行けるかというと，これは経験上なのですけれども，精神的に結構
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難しくて，平日は早く帰って，早く寝かせたいという意識が働くことがありま

す。 

 今日は事業計画のこともお話があったので，こんなことはどうかなと思った

のが１つあるのですけれども，図書館でお薦めの本のリストがあると思うので

す。休みのときに図書館に行って，これが良いかなと思って一つずつ検索して

在庫があるかどうか，なくて予約だとか，書架で探すのも，時間も手間も結構

かかるので，漫画のセット本ではないのですけれども，夜の寝る前に読み聞か

せができるような，年代に応じた５冊ずつぐらいのセットにして貸出ししても

らえると，予約して，受け取りに行けてというのが週末にしやすいなと個人的

には思っています。なので，開館時間の延長というのもあるかなとは思うので

すが，この辺りの別のサービスも検討していただけると良いのかなと思ってい

ます。 

 

○野末委員長  司書のお薦めパックみたいな感じですね。夜寝る前のお薦め

パックとか，読み聞かせ用とか，何かいろいろ……なるほど。片岡委員，どう

ぞ。 

 

○片岡委員  そのお薦めパックは大変有効です。ほかのところで，それは既

にもう実行しているところがあるのですが，どうしても自分の好みで選んでし

まうと偏ってしまう。お薦めパックは，それこそ紙袋に５冊ぐらい入れてくれ

てあるのですが，いろいろなジャンルのものを１冊ずつ選んでくれて，これが

お薦めですよと。図書館に行ったときに，それをお願いしますと借りてきて，

２週間ぐらいで読んでしまう。思わぬ発見があったり，大人にもすごく有効で

す。やってみると良いかなという感じがします。もちろんお子さんにも大変有

効だと思います。 

 

○野末委員長  先ほどから御意見ありがとうございます。今のお話は非常に

重要なサイトがあって，今日うまくまとめてくださった，一番最初の利用者の

視点というのは重要だと思うのです。我々，利用する側の観点でお話ししてい

るのですが，あちらを立てればこちらが立たずみたいになっているのは，ター
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ゲットの問題です。保育園のお母さん方にこのように使ってほしいとか，小学

校のお子さんたちが放課後の居場所としてここを使うとか，働く成人であると

か，働くお母さんであるとか，いろいろなターゲットごとに図書館の利用の対

応は異なってくるのだと思うのです。 

 ですので，今，お話があったように，単純な開館曜日，開館時間だけの問題

ではなくて，そこが開館時間を変えることでカバーできるのか，あるいはほか

の代替手段，ほかのサービス，まさにお薦めパックのようなものでターゲット

の利用の目的が果たせるのかということと，少し大きな視点で考えていったほ

うが良いのかなと。つまり，利用者のグループというか，ターゲットごとの議

論みたいなのをすると，結構建設的な議論ができるのかなと今ふと思ったので

す。 

 ですので，図書館全体で何をやっているかということを資料としていただい

て，たまたま今日は開館時間，開館日がテーマですけれども，少し継続的に，

議論は多少錯そうするかもしれませんが，開館日だとこうだよね，貸出しだと

こうだよねというように，少し行ったり来たりしながら次回以降も議論ができ

ていくと良いのかなとちょっと今思いました。 

 ちなみに，片岡委員，そのお薦めパックはどこかでもうやっているのですか。 

 

○片岡委員  やっています。具体的に出して良いのか……やはりまずいです

よね。 

 

○野末委員長  大丈夫ではないですか。 

 

○片岡委員  私が地元でよく利用しているところですけれども，例えばミス

テリーだったり，あるいは社会的な分野，環境問題だったりとか，その都度テ

ーマを変えて。ですので，私が自分で選ぶのだったら，ほとんど手にしないな

という本も入っていたりします。 

 ついでに言えば，ここの図書館では４階，５階の入ったところに，テーマを

決めて，いろいろな本を紹介してくれていますけれども，あれも１つの有効な

手段だと思うのです。自分の知らなかった本を紹介してくれるということ。 
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 この表なのですけれども，開館時間で何を議論したいのかということで，貸

出者数の数字を出しています。貸出者数が問題なのか，図書館に来てくれる人

の目的は何なのかという，それこそ今の本の話ではありませんけれども，その

辺によってももし関わってくるのであれば，来館する人がどんな目的で，ただ

本を借りるだけのために来館するのか，あるいは自分の求めているものを探し

に来るために来館するかというのは，その辺かなと思うのです。そうすると，

開館時間もどのようにしたら良いのか，例えば子どもであったり，大人であっ

たりという，その辺のいろいろな議論ができるのかなと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。確かにそうですね。私も経験があり

ますけれども，保育園が終わった後に，早く帰って御飯を作らなければと思う

のですが，もしかすると，選んでいる時間がないので，お薦めパックがあれば，

予約して，ちょっと立ち寄るということは，むしろ平日の開館延長の意味が出

てくるかもしれないし，おもしろいというのは変ですけれども，調布の図書館

がさらに良くなるいろいろな論点が入ってきて，良い議論ができそうな予感が

するところで，すみません，皆さん，続くということでよろしいでしょうか。 

 多分これ，普段の皆さんの生活の中でお考えいただいて，こういうこともあ

ればなということを持ち寄っていただくと，かなり良い議論になっていくと思

いますので，私の不手際で時間がなかなかうまく配分できなくて申し訳ありま

せんでしたが，いったんここでこの議題を締めさせていただいて，第７議案「そ

の他」に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

 では，議題の第７号「その他」，報告事項が３件ございます。第１件目がアと

いうことで，「調布市暮らしの道しるべ」についてです。これは，五十嵐係長か

らということでお願いします。 

 

○五十嵐係長  こちらは「調布市暮らしの道しるべ」なのですけれども，こ

の３月に電気通信大学の先生から，４月に入学する新入生に対して生活を支援

するような資料とか情報の案内を載せたガイドのようなものを作成できないか

というお話を頂戴いたしまして，調査支援係の若手職員が作成いたしました。 

 入学に当たって，初めて調布市に転居等されてくる学生の方々もいらっしゃ
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るわけで，日常生活の中のさまざまな局面で支援できるような情報や資料の案

内を載せました。調布市での生活がスムーズにいくよう，充実したものになる

ように，生活支援といったことから作成しております。内容は，局面ごとにな

っておりますけれども，ウェブサイトの案内と資料の案内となっています。 

 ４月のガイダンスのときに，約７５０人の新入生の方々に配付されました。

併せて本日なのですけれども，新入生約７５０人の授業にお招きいただきまし

て，「調布市暮らしの道しるべ」のＰＲと，調布市立図書館の利用案内を印刷し

た白黒のものを配付いたしまして，利用のＰＲをさせていただきました。「調布

市暮らしの道しるべ」は，図書館のホームページにもアップロードしておりま

す。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。電気通信大学で今日なさってきたの

ですか。 

 

○五十嵐係長  はい，午前中に館長と職員が行ってまいりました。 

 

○小池館長  補足します。電気通信大学の某先生がキャリア教育を担当され

ているので，そのために１５コマの授業を１本やっています。そこに来るのは

ほとんど入学生，７５０人ほどいるそうなので，そこにターゲットを当てて，

こういうものを作ったらどうだというお話をいただいて，作って，１箇月ぐら

い前にもう配ってあります。今日は，そのフォローとして，職員のほうで利用

案内の時間を５分ほどいただいて，話をさせていただいたということでござい

ます。なかなかすごい，壮観な感じでありました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。確かに大学生も重要なターゲットで

すね。特に通学なさっている大学生にとっては。御質問や御意見はございます

でしょうか。いかがですか。 

     （「なし」の声あり） 

 すばらしい取組だと思いますので，ぜひ積極的にと思います。 



 
- 42 - 

 それでは，同じく議題の７号のイの「小学生にすすめる本第２版」について

です。これは，返田係長からですか。お願いします。 

 

○返田係長  皆様にもう既に送らせていただいていますけれども，「小学生に

すすめる本」の第２版が完成いたしました。初版につきましては，平成７年に

出したものになります。平成７年からもう２０年近く経ちまして，その間に絶

版等で入手できない本が増えてくる一方，良い本も出版されてきました。そこ

で，良い本，お薦め本も加え，手に入りにくくなったものを除いて２２９点，

こちらのほうに載せました。さっき，選ぶのが大変とおっしゃいましたけれど

も，どうぞこちらのほうを参考にしていただければと思います。各図書館での

貸出用があるほか，御希望の方には１部４００円での頒布もしております。 

 こういったリストのほかに，４月２３日，子ども読書の日に合わせて，ここ

にはお持ちしなかったのですが，「子どもの本」というリストも毎年出しており

ますので，もしお時間がありましたら４階で配布しております。お寄りいただ

ければと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。４００円だったのですね。知りませ

んでした。御意見，御質問はいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○古澤委員  私はこれを頂戴して，子どもが３人いて，それぞれ成長してい

るのですが，読んだねということで，子どもっぽいのですけれども，子どもと

一緒にシールで印を付けていったりしたいなと思いました。あと，小学校に勤

めているので，やはり子どもたちと共通の話題ができたので，非常にありがた

かったです。ありがとうございました。 

 

○返田係長  学校図書館にも送っていますので。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 
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 それでは，先を急ぐようですが，議題７号のウの収集方針についてに参りた

いと思います。これは岸塚係長からでしょうか。お願いします。 

 

○岸塚係長  ２年ほど前にも調布市立図書館の収集方針が５本できたので，

ここで御案内差し上げたのですけれども，今回は資料７，資料８の地域資料収

集等に関する方針とハンディキャップサービス資料収集等に関する方針の２つ

を，昨年度末，３月２５日付けで発行したので，御紹介いたします。 

 前の調布市立図書館資料の収集・保存・除籍に関する基本的方針という大き

な方針が１本ありまして，あと，個別に作っているものの２つになります。 

 地域資料は，前に作ったものがあって，それがホームページにアップされて

いたのですけれども，長い間にいろいろと変わっていることがありましたので，

改訂版ということでこちらを作成しました。 

 あと，ハンディキャップサービスは，先ほど，御質問等いろいろありました

けれども，それに対する解説，説明も入っております。こちらは多分，どこの

図書館でも収集方針がまだできていないところが多いのではないかと思ってい

ます。 

 この２つも今準備中なのですが，図書館のホームページにアップする予定で

おりますので，御覧いただけたらと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。御意見，御質問はいかがでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございます。ホームページのアップのほうもぜひ。 

 それでは，以上で本日の議題はすべて終了となります。ほかに何かございま

すでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ないようでしたら，事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 

○事務局（島田）  まず，次回の開催につきまして御連絡させていただきま

す。平成２６年度第２回の開催は，７月１７日木曜日を予定しております。場
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所と時間は，こちらのたづくり，本日は１０階なのですが，１つ下の９階研修

室で，午後２時から４時までを予定しております。この日は，委員長の御都合

を伺ったうえで候補日としておりますが，本日御出席の皆様の御都合がよろし

ければ，７月１７日に決定したいと思います。いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では，よろしくお願いいたします。 

 最後に，本日の協議会議事録の署名委員を指名させていただきます。名簿の

記載順で，今回は高野委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 委員の皆様には，議事の進行に御協力いただきまして，ありがとうございま

す。最後，時間が若干不足しましたが，また継続的に今期でうまくまとめてい

くということで，続くということでお許しいただければと思います。 

 これをもちまして，平成２６年度第１回調布市立図書館協議会を終了いたし

ます。どうもありがとうございました。 

 

                            ――了―― 

 


