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開催日：平成２６年７月１７日（木） 

 

調布市立図書館 



平成２６年度第２回図書館協議会議事録 

 

開催日時：平成２６年７月１７日（木） 午後２時から４時まで 

会場：文化会館たづくり９階 研修室 

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

         

 

【次第】 

(1) 平成２６年度第１回調布市立図書館協議会議事録（案）の承認について 

 (2)  調布市立図書館の今後のサービス～２～「施設及び配置」について 

(3) その他 

  ア 「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊」について 

  イ 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス提供開始について 

 

 

【配付資料】 

 資料１ 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」報告 

 資料２ 調布市立図書館の今後のサービス～２～「施設及び配置」 

 資料３ ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊 

 資料４ 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
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○事務局（島田）  それでは，定刻となりましたので，ただいまから平成

２６年度第２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，事務局から報告をさせていただきます。副主幹の下山が，本日所用

により欠席させていただいておりますので，よろしくお願いいたします。 

 続きまして，新たな委員として委嘱となりました松田委員の御紹介をさせて

いただきます。松田委員，できましたら一言，自己紹介をお願いいたします。 

 

○松田委員  調布市立国領小学校の松田と申します。学校図書館研究会のま

とめ役をしております。調小研といいまして，小学校の教員の集まりです。 

 以上です。 

 

○事務局（島田）  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 それでは，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，本日は御多忙の中，お集まりいただきまし

て，ありがとうございます。 

 今回は，前回の５月に引き続いて，調布市立図書館の今後のサービスを考え

るに当たって，協議会の中で皆さんから御意見をいただければということを予

定しております。 

 先月，６月に福島市の福島県立図書館で開催されました北日本図書館大会で，

調布の図書館のことを話してほしいという御依頼をいただきましたので，少し

お話をさせていただく機会がございました。５月にも福島に伺っていたのです

けれども，福島，東北というのは，やはり東日本大震災，原発による災害に直

接見舞われたということもあり，そういう訪問をする中で図書館に期待される
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力を考える時間を得てきたなという，個人的な感想ではありますが，そういう

ことがありました。 

 図書館は何をするところなのかということを問われれば，一番単純な答えは

本を提供するところ，本を読むところということだと思うのですけれども，本

を読むということが人間にとってなぜ大切なのか，何が大切なのか，これは人

それぞれであると思っております。人生の場面場面で意味も変わってくると思

います。 

 特に大変な体験や状況の中で，本を通じて生きる力を得られるということは，

多くの人が体験していることであります。気仙沼市の図書館の人がこういうこ

とをおっしゃったそうです。こんなときだからこそ，今出会う本が子どもたち

の一生の支えになるということです。子どもに限らず，本というのは人にとっ

て大切なものだというように考えたいと思っております。 

 図書館が市民の皆さんに役立つところであるためにも，お集まりの皆さんか

らいろいろな御意見を頂戴できればと思いますので，本日もどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○事務局（島田）  それでは，本日の資料の確認をお願いいたします。 

 なお，本日の資料は，次第と一緒にすべて事前に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，資料番号はございませんが，「平成２６年度第１回調布市立図書館協議

会議事録（案）」という資料になります。 

 続きまして，資料１です。「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』報告」です。 

 資料２は「調布市立図書館の今後のサービス～２～『施設及び配置』」です。 

 資料３は「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊」です。 

 資料４は「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」です。 

 以上になります。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，安本副委員長，どうぞよろしくお願いいたします。 
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○安本副委員長  委員の皆様，こんにちは。本日はお忙しい中，御出席いた

だきまして，ありがとうございます。 

 まず初めに，定足数の確認です。本日の出席委員について，事務局から報告

をお願いいたします。 

 

○事務局（島田）  御報告いたします。野末委員長におかれましては，欠席

するとの御連絡をいただいております。つきましては，ただいまの時点で１１

人出席して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。 

 

○安本副委員長  ありがとうございました。定足数に達しているとのことで

すので，引き続き進めてまいります。 

 審議に先立ちまして，本日の案件について非公開とすべき議題があるかどう

かお諮りいたします。 

 本日の議題は，非公開とする理由は特にないかと思いますが，御異議ござい

ませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 御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してください。 

 

○事務局（島田）  御報告します。本日の傍聴希望者はいらっしゃいません

でした。 

 

○安本副委員長  傍聴希望者がいらっしゃらないということなので，このま

ま会議を継続し，審議に入りたいと思います。 

 それでは，議題第１号の「平成２６年度第１回調布市立図書館協議会議事録

の承認について」に入ります。こちらの資料は，先日，開催通知と併せて事務

局から送付を受けておりますので，委員の皆様は既に確認いただいていると思
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います。修正の申し出はございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 修正のお申し出がなければ，署名により確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） 

 よろしいようですので，事務局は署名手続を進めてください。前回指名を受

けた高野委員は，後ほど御署名をいただきます。よろしくお願いします。 

 それでは，議題に入ります。本日は，議題第２号に時間を取りたいと思いま

すので，順番を変えて，議題第３号から先に入らせていただきます。 

 議題第３号は報告が２件です。１件目は，「「ＦＣ東京選手の私のすすめるこ

の一冊」について」です。返田奉仕係長，説明をお願いします。 

 

○返田係長  皆様のお手元に「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊」があ

ると思いますが，ＦＣ東京の１１人の選手から原稿を実際に寄せていただきま

して，その原稿を元にこの冊子を作成いたしました。 

 ページをめくっていただきますと，最初に出ているのが，今回のサッカーワ

ールドカップの選手に選ばれて，最初の試合で途中まで出た選手なのですけれ

ども，こういった有名な選手。それから，ずっとＦＣ東京を支えてきてくれて

いるムードメーカーの選手など有名選手の方も積極的に御参加いただいて，こ

の冊子ができました。 

 調布市では，基本計画の中でＦＣ東京とのパートナーシップによるスポーツ

振興を打ち上げているということもあって，広報担当の方を通じて原稿を依頼

したところ，こういった形のものができましたので，皆様に御報告させていた

だきます。 

 この展示を４階で行っておりまして，非常によく借りられている状況もござ

いますので，併せて報告させていただきます。 

 以上です。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。以上で説明は終わりました。御意

見のある委員は挙手をお願いいたします。御覧になっての感想でも結構です。
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海本委員，いかがですか。 

 

○海本委員  なかなかおもしろいものを選んでいるなと思って。これは本当

に御本人が選ばれたのですか。 

 

○返田係長  はい。原稿は直筆のものを送っていただいています。 

 

○進藤委員  これは今回だけなのですか。それとも毎年こういうものを作っ

ておられるのでしょうか。 

 

○返田係長  先方があることなので，こちらの一存ではなかなか決められな

いことなのですが，できましたらば，毎年は無理でも継続していきたいとは考

えております。 

 

○進藤委員  ありがとうございます。 

 

○海本委員  選手の年齢が入っているといいかなと思います。いつ頃読みま

したかというので。 

 

○安本副委員長  ほかにございませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 子どもたちも大変喜びそうな企画ですので，できましたら今後も協力をお願

いできればと思います。 

 では，ほかにないようですので，以上で議題第３号の１件目を終了いたしま

す。 

 続きまして，議題第３号の２件目，「国立国会図書館デジタル化資料送信サー

ビス提供開始について」に入ります。返田奉仕係長，説明をお願いします。 

 

○返田係長  先ほどに引き続き，説明させていただきます。 

 名前は堅苦しいのですけれども，実は，国立国会図書館が世界中のデジタル
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化の波に対抗する日本の政策の一部として，国立国会図書館の前館長のときに，

予算をつけて日本の本のデジタル化を進めたという経緯があります。約２２８

万点がデジタル化されたのですけれども，そのうちインターネットでだれでも

見られるものが４７万点，それから国会図書館に行かなければ見られないもの，

だれでもが見られるわけでないものが１８０万点ありました。その中の１３１

万点が，今度インターネットを通じて調布の図書館でも見ていただけるように

なりました。 

 具体的には，こちらのポスターにもあるのですけれども，中央図書館５階の

インターネット，全部で７席あるのですが，そのうち２つの席を使って御覧い

ただくことができます。利用できる方は市内に在住，在勤，在学で，調布市立

図書館に利用登録している方になります。 

 手順については，もう１つの資料に詳しく書かせていただいておりますので，

どうぞそちらを御覧いただきたいと思います。実際に見られる資料の一部とし

ては，今ＮＨＫでやっているテレビドラマシリーズに出てきた村岡花子さんが

最初に出版した『たんぽぽの目』，ああいったものもこのサービスの中で見てい

ただくことができるようになりました。 

 あと，柳原白蓮のものなども一部中に入っていたり，当時の本はかなり傷み

もあって，実際に手元には持ってこられないのですけれども，そういったもの

をインターネットという力を使って直接見ていただくことができるようになり

ましたので，御報告させていただきます。 

 以上です。 

 

○安本副委員長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。御

意見のある委員は挙手をお願いいたします。高野委員，お願いします。 

 

○高野委員  例えば，小説の場合などで絶版になっているものが読めるとい

うことですけれども，１回３０分ですから，延長手続ができますと書いてあり

ますが，一度に読むというのはなかなか難しいことになりますよね。読みたけ

れば何回も借りる。 
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○返田係長  そうなのです。おっしゃるとおりなので，１冊のものをどれく

らいの時間かかって読めるのかというのは，まだ実際の利用者の方がお１人と

いうこともあり，これから少しずつそのあたりの調整は考えていきたいと思い

ます。実際，ほかの図書館の利用を見ると，来て確認をして，コピーの申請を

して，そちらの利用が多いという形で伺っています。インターネットで文字を

追うというのは，私たちでも長時間はなかなか苦しいということもあるので，

実際に画面に向かっていられる時間がどれくらいなのかというところも見つつ，

サービスのほうも状況に応じてまた考えていきたいと思っておりますので，よ

ろしければ御利用ください。 

 

○高野委員  分かりました。それで，言い足りなかったのは，国会図書館ま

で行かないで見られるようになったのはすごくうれしい。ありがたいと思いま

した。 

 

○安本副委員長  ほかにございませんか。古澤委員。 

 

○古澤委員  私の娘が日本文学の古典を勉強しているのですけれども，まさ

に先週あたりにこういうことが授業で話題になったそうなのです。それについ

て先日レポートを書いていたので，私もこういう資料を思い出しまして，娘と

話したところなのですけれども，実際に利用者として気になったところは，何

を取り扱っていらっしゃるかというインデックスといいますか，目録のような

ものがあると，まさに娘が利用したほうがいいようなサービスなのかというこ

とが分かるので，そういうものは御用意されているのでしょうか。 

 

○返田係長  さすがに１３１万点のインデックスを紙の形でというのは難し

いところがありまして，実際にホームページを見ていただくと，そういった検

索ができたり，あとジャンルで一覧が出たりするように国会図書館のホームペ

ージ上でなっていますので，もし特定のタイトルが分かりましたらば，こちら

も確認いたしますし，もしジャンルということでしたらば，私どもが一緒にサ

ポートさせていただくことも可能ですので，そのジャンルの一覧を御覧いただ
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くということもできます。 

 参考までに，古典籍は２万点がこちらで見られる形になっております。どう

ぞお嬢さんにぜひ…… 

 

○古澤委員  はい。必ず利用させていただきます。 

 

○返田係長  お待ちしております。 

 

○安本副委員長  ほかにございますか。館長，お願いします。 

 

○小池館長  補足させていただきます。 

 今，日本の国でこういうデジタル化がかなり進んできていて，今おっしゃっ

たようなものを実際にデジタル化する，ないしはイメージとして見るだけでは

なく，実際のテキストデータみたいにする仕事は別のセクションでされていて，

例えば国文学研究資料館とかはテキスト化が終わっているので，一定の範囲で

あれば家でも読むことが可能になるという状況もあります。 

 今回御紹介しているのは，国会図書館が持っているものをこれで見るという

だけなのですけれども，まさに例えば研究しようという方は，自分が見たいも

のがどの辺までどうなっているかという見取り図みたいなものがあると，更に

いいのかなというようには思います。機会があれば，国会図書館にそういうの

を作ったらというのを申しあげたいと思います。 

 それと，今回お配りしていませんけれども，国会図書館の今デジタル化して

いる状況について，本，定期刊行物，雑誌の類い，それから古典籍とか，幾つ

か国会図書館としての区分けがされているもののうち，どの部分がデジタル化

され，かつどれがインターネット，つまり御自宅でも見られるもの，今回図書

館への送信を可能にするもの，それから国立国会図書館の３館でないと見られ

ない館内限定のものを区分けして，今そういう表を出しているのです。国会図

書館のプレスリリースシートが今ここにありますけれども，それを見ると，大

体こんなものかなというのが見えてくるのだと思います。 

 古典籍は，実際にはなかなか難しいかもしれないですよね。デジタル化して，
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かつイメージで見るというものになると，大学図書館が持っているものがあっ

たりするので，国会図書館よりは，どちらかと言えばそういうところで探す。

実際には見に行くという方向になるのかなという感じがします。資料を回覧し

ましょう。 

 

○安本副委員長  よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 私からもよろしいでしょうか。利用の流れとしては，検索だけだと国会図書

館のホームページで自宅でもでき，そしてこれを読みたいというのが決まった

ら，こちらの図書館に伺うということでいいのでしょうか。 

 

○返田係長  もちろんそれでも大丈夫ですし，そういう目的でなくても，ど

んなものがあるのかなという形で御覧いただくのももちろん大丈夫です。特に

これが見たいというのがなくても，どんなものがそこに含まれているのかとい

うことを御覧いただくだけでも大丈夫ですので，触ってみようかなという方が

いらっしゃいましたらば，ぜひお寄りください。 

 ちなみに，この近隣では，市の中では稲城市，八王子市がサービスを行って

いますので，これで３ヵ所でのサービスになっております。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。ほかに。 

 

○宅間委員  今，回していただいているのを見れば分かるのでしょうが，家

で個人で見られるものと，市に来れば見られるものというのは，基本的にどの

ような差というか，どういうものだと家では見られないとか，はっきり線引き

みたいなのはありますか。 

 

○小池館長  一番重要なのは，著作権の保護期間があるかどうかなのです。

著作権の保護期間を過ぎているものは，国会図書館としてはインターネットで

見ていただいても構いませんということになっています。今回の限定送信――

硬い言葉で言っているのですけれども，それは著作権の保護期間にまだ入って

いるであろうもののうち，でも絶版になっているものを送信しますと。ただし，
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権利者が――実際には出版社になりますけれども――いや，これは絶版ではあ

りませんとか，間もなく再刊する予定がある，あるいは電子書籍にする予定が

あるということを申し出たときには送信しない。館内閲覧限定にするというこ

とになりますので，大きな括りとすれば，著作権保護期間があるかないか。著

者が亡くなってから５０年以上経っているかどうかということになります。 

 ですので，先ほど例に出されていたような作品は，保護期間を過ぎた，ない

しは誰が実際の権利者か分からなくなっているものについては，文化庁長官の

裁定によってオープンにしているとか，いろいろな流れがあるかと思います。 

 

○宅間委員  ありがとうございます。 

 

○安本副委員長  ほかにございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，皆さんも機会がありましたら，ぜひ一度御覧になってください。よろ

しくお願いします。 

 それでは，ほかにないようですので，以上で議題第３号の２件目を終了いた

します。 

 それでは，議題第２号，「調布市立図書館の今後のサービス～２～『施設及び

配置』について」に入ります。小池館長，説明をお願いいたします。 

 

○小池館長  では，資料２を使って説明をさせていただきたいと思います。

その前に資料１ですけれども，前回，５月にお話しいただいたことをまとめさ

せていただいておりますので，御確認ということがあります。それから，ユー

フォー，放課後遊び場対策事業の開設状況との因果関係みたいなものがあるか

ということですけれども，特にないだろうというのが結果になっています。こ

の表で分かりづらいことがありましたら，後ほど御質問いただければと思って

おります。 

 では，施設及び配置の現況について説明をさせていただきたいと思います。

資料２です。 

 調布市立図書館は１９６６年，昭和で言うと４１年に前の中央図書館が６月
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に開館しています。現在，再開発事業でビルの工事をやっている場所ですけれ

ども，そちらで開館しました。調布市政１０周年記念事業ということで取り組

まれた事業です。 

 開館したころから調布駅前の図書館だけでは多分足りないだろうということ

があり，市内どこにいても図書館サービスが受けられることが必要だろうとい

う中で，分館を造っていこうということは最初から構想されていたようです。

いろいろ調べる中で１９６９年には最初の分館である国領分館，続いて

１９７０年につつじケ丘，現在は調和分館になっていますが，位置はほとんど

同じところです。それから，１９７１年に前あった深大寺分館という具合に分

館が開設されていきました。ちなみに，今年度は緑ケ丘と富士見の分館が４０

年経つということになります。１９８２年に佐須の分館ができ，これで１１の

図書館ができたという状況になります。続いて，高架下資料保存庫といういわ

ゆる書庫を造り，中央図書館が，今いらっしゃる文化会館たづくりを造る中で

こちらに移転してきたという状況になっております。簡単な振り返りとしては

こういうことになります。 

 その中で２ページ目を見ていただくと，分館の整備計画みたいなものが大き

く３次にわたっているとされています。最初の国領分館を開設するときには，

第一次計画ということの中であります。御存知だと思いますけれども，国領分

館は保育園の２階に併設されるような形，まずそういう造り方ができるのでは

ないかという，当時とすれば地面を有効に活用しようと。やはり子どもが来る

ところは１階がいいだろうということで造られたと考えられます。このような

パターンのものは国領分館を含めて４館あります。国領分館，神代分館，宮の

下分館，富士見分館という具合です。 

 このときには，『中小都市における公共図書館の運営』という，通称『中小レ

ポート』と言っていますけれども，そういう調査報告書がまとめられています。

そこで考えられていた「いつでも」，「どこでも」，「だれでも」というような図

書館を作っていこうということが提唱されていた。 

 併せて１９７０年になりますけれども，東京都は，図書館施策の課題対策と

いうことの中で補助金を出しますと。建設費と３年間は図書購入費を補助しま

すというようなことを東京都はやっていきました。それで，１９７０年以降，
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調布も含めて多摩地域には図書館が次々と造られるような状況があります。 

 それから，実際に図書館を造ってみて考えていったのが３つの原則というこ

とで，９館造っていこうと。ですので，中央図書館を入れて１０館。半径１キ

ロに１つ，２万人に１つ，市民１人当たり１．５冊の蔵書というような考え方

で造っていこうというのが第二次計画になっています。 

 第三次計画というのが現在の図書館の配置の原則なのですけれども，半径

８００メートルに１つ，人口２万人に１つ，２つの小学校区に１つと考えてい

くということで，１１の図書館を造っていこうと整備してきたということがあ

ります。途中で経済不況的な，いわゆるオイルショックとかがあって，造る間

が少し空いたときもありますけれども，昭和５７年，１９８２年に佐須分館が

できて１１の図書館ができたという状況にあります。 

 次に３ページ目を見ていただくと，中央図書館はこのように大きい図書館で

はありますけれども，分館は図書館としては比較的小さいです。５００平米以

上のところが３館，３００平米から４００平米が７館ということになります。 

 それから，大きな課題としてあるのが老朽化，バリアフリーについて特に２

階にある図書館，２階建ての図書館もそうですけれども，バリアフリー対策が

課題になっているということになります。老朽化に関しては，どうしていこう

かということがありますが，国領，神代，宮の下，富士見については保育園が

ありますので，もちろん図書館だけで建替えはできませんので，そちらとの調

整の中で建て替えていくことになるのか。 

 それから，調和分館はＰＦＩ事業で維持管理されていますので，ＰＦＩ事業

の事業期間が平成２８年でいったん終わりになりますので，それ以降どのよう

に維持管理していくのか。図書館だけのことを考えれば，ほかの図書館のよう

に維持管理していくのかどうかということが課題になるかなと。 

 それから，緑ケ丘分館に関しては団地の中にありますけれども，今，緑ケ丘

２丁目団地という名前で建替事業が始まっています。その中で緑ケ丘分館の位

置も変わる予定でいます。東京都としては，東京都が建設する住宅棟の中に図

書館を入れるという考え方は決まっているので，基本的にはそれで進めようと

いうことです。今ある図書館で言えば，染地分館みたいな感じです。いわゆる

団地の中の１階を図書館が占める感じになります。 
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 あと，最近，改修工事等をやっているという状況で言えば，神代分館につい

ては一昨年，防水工事や空調の更新を行いました。今年は国領分館の空調の更

新を行い，富士見分館についても今年の秋に予定しています。 

 あと，バリアフリーということで長年言われているのは，造ったときは皆さ

ん元気なので，２階に何の問題もなく上がっている人たちがほとんどだったと

思うのですが，次第に利用者が高齢化することも含め，２階に上がるのがなか

なかつらいということの中で，２階にあるすべての図書館，保育園の上にある

図書館については階段しかないということで，中にエレベーターを付けられな

いかなというような話はよくいただきます。 

 昨年度，ちょっと調べてみたのですけれども，実際にはエレベーターを造る

場所がなかなか確保できない。エレベーターをちゃんと造ろうとすれば，それ

なりの広さやアプローチを考えなければいけませんけれども，そうすると図書

館が今持っている地面では難しい。やはり保育園のほうに入っていって，保育

園の一部を使う，あるいは図書館のどこに動線を引くとかということを考える

と，なかなか難しいという結果が出ている現状ではあります。 

 ここには書きませんでしたけれども，若葉分館も図書館単独ではありますが，

２階建てなのです。トイレが中２階にあるので，仮にエレベーターを付けると

すれば３階分止まらないといけないという構造になるので，これも意外と難し

い。当時はなかなかいい図書館として造られましたけれども，今となってみる

と，トイレが真ん中にあるので，トイレに行くのには階段を上がるか下がるか

しなければいけないということで難しいものがあります。 

 それから，だれでもトイレとか，もう今は標準装備みたいな感じになってき

ていますけれども，なかなかそういうのも設置できていない。４ページにはト

イレの状況とか授乳室の状況について整理してみましたけれども，一目見たと

おりばつが多いというところになります。深大寺分館は新しく造るということ

もあって，そういうことについては最初から標準で造れますので，そんなに問

題なく造れたのもありますけれども，こんなところです。 

 あと，細かいですけれども，５ページのところ，以前お渡ししてある「数字

で見る図書館活動」に記載しているものと中身は一緒になりますが，昨年の３

月現在ということで入れてあります。 
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 ６ページ以降が分館の大体の見取り図になります。 

 状況の説明をまず先にさせていただこうと思いましたので，こういう資料で

お話をさせていただきました。あと何か質問をいただきながら，もう少し図書

館の施設的な面や配置の状況についての説明をさせていただいて，その中でま

た御意見をいただければと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

○安本副委員長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 皆様にお伺いする前に，言葉の説明をお願いできますでしょうか。４ページ

のトイレ一覧のところにオストメイト対応トイレというのがございますけれど

も，この点についてお伺いしたい。もう一点は，調和分館の維持管理のところ

でお話しされましたＰＦＩ事業についても説明をお願いいたします。 

 

○返田係長  オストメイトというと何ですが，人工肛門ということを御存知

の方はいらっしゃるかと思うのです。がん等の手術で，もともとある肛門では

なく腹部に穴を開けて肛門をつくり，袋を接着して，そこに排せつ物が入るよ

うにして生活している方が増えてきています。そういった方が，袋がいっぱい

になってしまった時など外出先で処理することがどうしても必要になってきま

すので，そういったことができるような洗い場などを設置してあるのです。 

 よく車いす用のトイレを使うときに，普段よりはちょっと深いシンクがある

のにお気付きの方がいらっしゃるかもしれないのですが，そういったところで

処理できるようになっているトイレになります。 

 

○小池館長  １つは便器がありますよね。便器に排せつ物を流し，そこであ

る程度洗えるような，もう１つ蛇口みたいなのがついていて，そこで一通りで

きるのだけれども，衛生上，さらにもう一度洗おうとしたらば，今話したよう

な大きなシンクというか洗い場みたいなのがもう１つついているような。一言

で言えないのですけれども，そういうことに対応できるようなトイレになりま

す。通常言うだれでもトイレだけではなく，もう少しそういう設備がついてい

るものということです。大丈夫でしょうか。 
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○安本副委員長  ありがとうございます。 

 

○小池館長  たづくりの中には残念ながら今ないようです。庁舎の方は２階

にオストメイトがついているのではないかと。庁舎というのは市役所の本庁舎

で，今，８階分全部トイレの改修工事が終わったので，一通り対応ができるの

ではないかと思います。 

 それから，ＰＦＩ事業ですけれども，最初の年次を忘れてしまって申し訳な

いのですが，民間資金を活用した公共施設ないしは公共設備の整備事業みたい

なものになります。プライベート・ファイナンス・イニシアチブという言い方

をしますけれども，通常，市役所などの持っているお金だけではなかなか整備

ができないものを民間の，要するに銀行さんが入って，この事業をやりますよ

というようなものができると，市役所側はお金の支払いを分割払いできるよう

なイメージになります。それが１つ。 

 もう１つは，公共施設の整備というのは，設計をします，建物を造ります，

建物の設備を造ります，電気工事をやりますという，どうしても４つぐらいに

工事が分かれてしまうのです。そうすると，言い方はあれですけれども，多少

無駄があるという考え方があって，最初の設計をした人が建てるところまで全

部やってしまったほうが安くかつ維持管理も効率良くできるのではないかとい

う考え方があって，そこでのコストが下がるということで導入しようと考えら

れている仕組みです。もともとはイギリスで考えられた方法ですけれども，日

本の場合も平成の何年だったかにそれができるような法律ができて，それを調

布市の場合は調和小学校の整備事業でやることになって，そこに図書館も入る

ことになった。調和小学校全体がＰＦＩ事業で整備して維持管理しているとい

うイメージです。 

 維持管理というのが結構ポイントで，建てるだけであれば今までとそんなに

変わらないのですけれども，調和小学校の場合は１５年にわたって，その受託

した事業者さんが設備の維持管理をやってくれるのです。例えば空調の管理だ

とか，大きな意味での大掃除。学校ですので，掃除は子どもたちがします。た

だ，それだけではなくて，例えばワックスがけをするとか，そういうのも子ど

もたちにやってもらったりいろいろあるのかもしれないですけれども，学校の
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大きな大掃除だとか空調の管理，あそこの場合プールがありますので，そこの

管理だとか，図書館の掃除だとかも含めた維持管理事業を受託した事業者さん

が一括でやります。そういうことが１５年間続くことになっていて，終わるの

が平成２８年度，ですので暦で言えば平成２９年３月で終わるので，平成２９

年度以降は維持管理についてどのようにやりましょうかと。 

 通常の学校であれば，維持管理については教育委員会の施設のほうが見てい

て，例えば設備の更新をしなければいけないとなれば，設備のほうが学校と相

談をして，これをやりますとかというのをやるのですけれども，ＰＦＩ事業で

あれば，そういうことについてはその事業者さんが一括で全部やってくれるこ

とになっているので，そこのところをこの事業が終わったとき次だれがやりま

すかと。通常の学校のようにやるのか，あるいはＰＦＩ事業者さんが既にある

ので，そこにもうしばらくやってくださいと頼むのか，幾つかのことが考えら

れるということです。 

 ＰＦＩ事業を一言で言うのはなかなか難しいのですけれども，繰り返しです

が，１つは，財政的な負担の平準化と言いますけれども，毎年同じぐらいの支

払いになるように。例えば，調和小学校は造るのに２０億円だか３０億円ぐら

いかかるのです。それが分割払いみたいなことと維持管理を入れて，確か毎年

２億円払うことになっているのです。そうすると１５年間で３０億ですので，

１回に３０億円用意するよりは毎年２億円ずつ払うほうが市としては良くなる。

それと維持管理も一括でやってくれるので，電気工事はどこの電気屋さんに頼

むとかではなくて，そこの会社さんが自分のところで手配して全部やってくれ

るということで，市としてはすごくメリットがある仕組みです。 

 長くなりましたが，そんなところです。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。それでは，御意見のある委員は挙

手をお願いいたします。海本委員。 

 

○海本委員  私などの組織でやっておりますのが，一応社会教育ということ

で，読書推進活動に協力している形なのですけれども，この組織の中で半分く

らいの貴重な存在となっているのが読書会なのです。読書会というのは，基本



 
- 17 - 

的にはどこの図書館にもあるべきではないかなと。以前，図書館の分館が生ま

れたころには，方向性としてもそういう方向でやってきたと思うのですけれど

も，最近の様子を見ていますと，今もこの表を拝見していたのですが，集会室

がない分館が結構多い。本を読んでいただいて，本について語り合う場を持て

るところ，最近はそういう方針が薄れてしまったのかなと。 

 おはなし室はほとんど全部のところにありますよね。集会室がないところが

あって，例えば宮の下分館なのですが，１９平米で５，６人しか入れないとい

うお話を聞いたことがあります。せっかくですから，読書会というものの存在

も図書館の中で認めていただけたらいいなと思うのです。集会室がとれないの

はしようがないですかね。 

 

○小池館長  これは陸委員にも言っていただきたいところではありますけれ

ども，図書館では集会行事活動と言っていますが，本を読むことで，きっとそ

の本を通じて何か学ぼうという動きが出てくるだろうと。それに応えるために

は，やはり集会室なり一定の部屋を用意するべきだろうというのが考え方とし

てあります。 

 ただ，現実にこの表でいけば，中央図書館は別にしても，左のほうから順番

に造られてきたところの中で，多分，最初そういうことは考えとしてはあった

けれども，場所として間取りを取れなかったというのが現実なのだと思うので

す。ですので，国領分館とかつつじケ丘分館，もし，つつじケ丘分館を覚えて

いる方がいればですけれども，窓から子どもが入ってきて，あっという間にそ

のまま抜けていくみたいな，そのくらい小さいと言われたくらいの図書館であ

ったのですけれども，そういうところで物理的にそもそも設計できなかったと

いうのが現状だと思います。 

 ただ，公民館もそうでしょうけれども，やはり人が自分の考えを交換する場

の社会教育施設としての設計が必要なのだろうとは思っています。ただ，

３００平米とか４００平米の中に入れるのは，物理的にかなりきついのかなと

いうことです。建て替えることができるのであれば，まさにそういうことも入

れて。 

 深大寺分館を造るときには，もともと深大寺分館には前の図書館にも集会室
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がありましたけれども，多目的室という言い方で作りました。席数とすれば

２０席ぐらいですが，そういういろいろなことができる部屋を用意しようとい

うのは最初から考えて間取りを作りましたので，そういう機会があればやって

いければと思っています。 

 

○海本委員  物理的に無理なのだからしようがないですね。 

 

○安本副委員長  おはなし室と集会室は何か……おはなし室はもちろん子ど

もの読み聞かせなどに使っていらっしゃると思いますけれども，例えばそれを

集会室として利用するということはなさっていないのでしょうか。 

 

○斎木係長  地域奉仕係長の斎木と申します。 

 分館のおはなし室の状況ですけれども，ほとんどの分館におはなし室がござ

います。子どもたちのおはなし会などのときにはもちろん活用しておりますが，

実は独立して部屋になっているおはなし室というのは，それほど多くありませ

ん。おはなし室でも，日常，開館中は開けておりまして，自由に子どもたちが

出入りして中で本を読めるというおはなし室が非常に多いです。調和分館や緑

ケ丘分館などもそうですが，子ども室の一部分をカーテン等で区切りまして，

お話をするときはそこのカーテンを閉めて中でお話をする。通常は開けておき

まして，子ども室の一部として活用しているというところが多いものですから，

中でお話をしたり会話をすると外に声が漏れてしまうという状況もございます。

読書会など，ほかの用途で使うのはちょっと難しいかなということがあります。 

 以上です。 

 

○小池館長  補足して。６ページからの間取りの表を見ていただくとお分か

りいただけると思うのですけれども，調布の図書館の分館を造るときのコンセ

プトは，必ず子ども室を作るということなのです。間仕切りの問題で，多少雰

囲気が違うかなというのもあるかもしれませんけれども，基本的に子ども室は

必ず作る，子どもへのサービスを徹底してやろうという考え方がありますので，

それが１つあります。 
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 物理的におはなし室の間取りがなかなか取れなかったところは，今お話しし

たようにカーテンで間仕切るところも実際にあります。それと，染地分館の場

合は複合施設で，おはなし室自体は独立で取れませんので，実際には地域福祉

センターの集会室を年間で曜日でお借りして，そこでおはなし会をやっていま

す。富士見分館は，逆におはなし室を取れなかった関係だと思うのですが，集

会室でおはなし会をやります。集会室がおはなし室の代わりをしているところ

があります。 

 それと，読書会をやる場合，正座して本を読み合うというのは今の生活スタ

イルに合わない感じがするので，やはり机，いすが必要なのかなと思うのです

けれども，おはなし室は机，いすをあまり置かない作り方になるので，両方を

兼ねるのはなかなか難しいのが現状かと思います。 

 

○安本副委員長  では，陸委員どうぞ。 

 

○陸委員  施設のこういう配置などを見ていて，やはりとてもお金がかかる

ことで無理だなというのは分かるのですけれども，『知の広場』という本が紹介

されて，それを読んだのですが，図書館でお茶を飲めて雑談ができるという場，

堅苦しい図書館というよりも，今の図書館はもっとオープンな人の出会いの場

ということを大切にした図書館が世界的に多くなっているというので，限られ

た空間ですけれども，そこで何か工夫みたいな，読書会をやって，難しい話だ

けではなくてお茶を飲みながら気軽に感想が話せるとか，そういうのがあった

らいい気がするのです。 

 それで，府中の中央図書館はすごく簡単ですけれども，自動販売機とちょっ

とお茶を飲むところが併設されていましたし，みんなが使いやすくて，楽しめ

るようなことができたらいいのかなと思います。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。こういう図書館があったらいいな

ということを陸委員が今言ってくださったのですけれども，施設面について何

か御要望などがありましたら。では，片岡委員。 
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○片岡委員  おはなし室なのですが，これは要するに子どもを対象にお話と

いうことですよね。そうすると，かえって垣根といいますか仕切りはなくても

いいかなと常々思っているのです。子どもの本のあるフロアの延長線上におは

なし室がある。 

 最近思うのですけれども，小さな子ども対象のおはなし会というのは，お父

さん，お母さんが必ずついていらっしゃるのですよね。そうすると，そこには

授乳室とか，そういった関連の施設が必要になってくるのです。この配置図を

見ていると，授乳室が１ヵ所だけできているのですが，残念なことに子ども室，

おはなし室と離れているのです。作ってくださったことには二重丸を差し上げ

たいと思うのですが，小さな子どもを連れたお母さんが授乳をする，その場所

が離れているということは，子どもからしても親から離れる，親のほうは子ど

もから離れてその下の子の授乳をしなければならない。その辺の距離感といい

ますか，ちょっと問題にならないのかなということ。 

 もう１つは，最近は若いお父さんも子どもの授乳をする。これは主にミルク

なのですけれども，そうすると，若いお父さんが入れるような，あるいはミル

クをあげられるような場所は図書館にあるのかどうか。その辺が最近すごく気

になっているのです。 

 これは実体験なのですが，娘の配偶者が図書館へ行って非常に困ったと。上

の２歳の子どもを連れていくのだけれども，下の子を連れて行かざるを得ない

ような状況で，ミルクとお湯とほ乳瓶を持っていったのだけれども，どこでや

ったらいいのという状況にあって，図書館というのはそういうところだろうか

ということを最近話したのです。私自身も小さい子どもを連れていくときに，

おばあちゃんはあっちでミルクをあげてくるね，あなたはここでおとなしくお

話を聞いていられる？ というような，その辺を少し考慮していただける材料

になるのかなと思いました。 

 以上です。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。で

は，古澤委員。 
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○古澤委員  あれこれ考えてしまうのですけれども，オープンで人が集まり

やすい空間ですとか，子どもを連れていきやすい図書館といいますか，そうい

うのはとても理想的でいいと思うのですが，まず第一に物理的な問題が既にあ

るのと，私も自分の子どもを連れていくときに常々思うのが，静かにしなくて

はいけないところなのか，それとも，ある程度大きなスペースというように捉

えると多少にぎやかになると思うのですけれども，そういうことに対してすべ

ての人の理解がなければ難しいのかなというのも想像してしまいます。意見で

す。 

 

○安本副委員長  今，お三方から御意見いただきましたものの中には，今，

古澤委員がおっしゃったように，オープンなスペースで人が出会うきっかけと

なるような図書館であってほしいということ。そして，従来の図書館感という

のは，静かに本を読むところであるというニーズもある。そうすると，その両

立，バランスをどうしていくかということですけれども，一方で出会いの場と

なるようなという要望も出始めてきている中で，何かそのバランスについて図

書館の方でお考えになっていらっしゃるようなことはございますか。 

 

○小池館長  現状ではなかなか無理なところがありますけれども，考え方と

して今キーワードで出たことは，図書館を設計するところでの流れ，トレンド

になっているのかなというのは１つあります。それをどうやって解決するのか

というのは，設計する人の腕ということになってきてしまうのと，例えば

５００平米ぐらいの床面積が取れるとなったときに，だったら造れますねとい

うのがあるのか，３００平米でそれをやってくださいというのはちょっと勘弁

してくださいとなるのか，そこは設計の人の話になるのかなというのが正直な

ところあります。 

 もう１つ，図書館のどこに根拠があるのかいま一つ言えないのですけれども，

今，図書館を普通に造ろうとすれば最低８００平米，蔵書１０万というのが１

つの考え方としてあるとされています。深大寺分館を新しく造るときにはそん

な話もありましたけれども，例えば８００平米を与えられている地面の中で取

ろうとすれば２階建てにしなければいけないとかという話になってくると，御
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近所との関係で２階建ては難しいと。であれば１階建てで，取れるとすれば

５００平米ぐらいというのが結果になる。 

 その中でどうやって間取りをしていこうかとなったときに，子どものエリア，

大人のエリア，中間のエリアとゾーニングしていく中で，子どものところで一

番要望があったのは，授乳のことももちろんあるけれども，子ども用のトイレ

があるべきだと。子ども用トイレは離さないでくれと。ですので，おはなし室

の横にトイレが１個ありますけれども，水回りをそうやって２ヵ所造るのはコ

スト的にも上がってしまうので，普通だったらトイレをうまくそばに寄せると

かありますけれども，トイレは大きく２ヵ所に分けた。授乳できる場所はどう

しようかと考えたときに，子ども室ではなくて，どちらかといえば今の場所に

間取りとしては作らざるを得なかったというところはあります。 

 片岡委員がおっしゃったようなところをいろいろ考えて，最終的にはこの形

になってしまったというのは実際にはあるのですけれども，こういう新しい図

書館をデザインできるチャンスが来れば，できたらいいのかなという感じはし

ます。 

 もう１つ，私はちゃんと見たことないのですけれども，世界で一番美しい図

書館でしたっけ，ちょっとタイトルを忘れましたが，そういう本が出ていて，

それを見ると，まさに知の広場ではなくて知の空間という感じの，その場に身

を置くと本に囲まれるというのか，そういうところをどうデザインするかとい

うのが選ばれている写真集みたいなのがあるのです。それも１つ。ですから，

知の空間みたいなのと，知の広場をどのように見るかというところかと思うの

です。 

 ですので，まさにアンニョリさんが言っている知の広場という，いろいろな

人が交流するような場としての図書館というデザイン，それから，その場に身

を置いたときに，何か分からないけれども知的な香りというか空間に身を置い

ている幸せ感というか，そういうものを味わえる空間も必要ではないか。そう

いうところが今大きく２つあるのかなと。でも，どっちも両立はなかなかでき

なさそうですよね。にぎやかなところであまり物を考えたくないというのもあ

るでしょうし，そこは面積の問題とゾーニングでどうやって仕切っていくかと

いう話の中でしかできないのかなという感じはします。 
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 武蔵野プレイスに行かれましたか。武蔵野プレイスという建物をどう見るか

ということだと思います。吹き抜けで騒々しいといえば騒々しいし，地下１階

は子どもしか――子どもというのは中学生より下しか入ってはいけないエリア

で，それでいて図書館もガラスで仕切られていて，あれはどうやって行き来す

るのか私はよく分からないですけれども，例えばそういう作り方ができるとお

もしろいものはできるかなと。あそこは４つくらいの機能を持っているのです

よね。ＮＰＯの支援，児童青少年，図書館，カフェみたいな。もしかすると，

そういうことが今一番集まってきているところなのかなという感じがします。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。

海本委員。 

 

○海本委員  読書会につきましては，そんなわけで物理的に今の状況では無

理だということは一応理解したのですけれども，こうやって調布市立図書館は

分館を次々に造ってきてくださったということは，やはり市民にとってはあり

がたいことなので，それを市民の触れ合いの場というか，市民のために生かす

ことがこれから本当に重要になってくると思うのです。特に分館などの場合は，

本当に端っこの方にあったりしますので，地域の人たちに積極的に働きかける

工夫がこれからは必要になるのではないかと思うのです。どこかに行かなけれ

ば図書館が分からないような感じでいらっしゃる方も結構多いと思うので，そ

ういうところに働きかけるような工夫をこれからしていただいて，みんなに本

をたくさん読んでもらえるような方向を考えていただき……こちらも考えなけ

ればいけないのでしょうけれども，努力をお願いいたします。 

 

○小池館長  今のでお話しし忘れたことを思い出しました。従来からある読

書会の方法と，最近ある読書会というのが，図書館とは関係なく，例えばまさ

にカフェで１冊の本や自分が読んだ本を持ち寄って語り合う空間というのが実

はすごく増えているらしく，まとめて言えばマイクロライブラリーという言い

方をしていますけれども，小さい図書館。文庫とはまた違うのだけれども，自

分の好きな本を持ち寄った空間をみんなで作って，少し維持費を出し合ってと
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か，そういうことをやっている人たちがすごく多くなってきている。ですから，

その人たちは図書館とは関係なく，ただ本が好き，あるいは本のあるところが

好き，本屋が好き。 

 ですので，そういう活動に図書館がどうつながっていくのか。つながる必要

がないといえばつながる必要はないのかもしれないですけれども，図書館とす

れば，そういうところに集う人たちとどうやってつながるのかというのが今と

ても大事だというのは，この半年ぐらいですごく感じています。 

 

○安本副委員長  今お二人がおっしゃったことを考えてみると，それこそ読

書会をどこで開くかということでしたら，例えば１１階のみんなの広場で読書

会を開けますよというような，あそこでしたら小さなテーブルで１０人ぐらい

のグループでの読書会だったらできるのではないかと思いますし，ほかの趣味

的なサークル活動をやっていらっしゃる方もいるので，例えば積極的に１１階

のみんなの広場を紹介して，読書会を開いてみませんかというようにアピール

をしていく。図書館は静かに本を読むところだけれども，１１階だったらみん

なでオープンな空間で出会える場になりますよ，学習が進められますよという

ようなアピールを図書館側でしてくださるということはできないでしょうか。 

 

○小池館長  多分みんなの広場もそうですし，国領の市民活動支援センター

活動スペースはばたきもそうでしょうけれども，何となく間仕切って何人かで

集まって話をしていますよね。ああいうところを今おっしゃっていただいたの

だと思うので，図書館が言っていくことなのか，あるいはそういう活動をする

人たちに種をまいていくみたいな，まさに昔，読書会を始めていったころは，

親子読書やりましょうよと一生懸命言って歩いたようなことを，図書館主導と

いうよりは，今の時代に合わせたような，こういうことをああいうところでや

ったらいいのではないですかと。一応話は先方にしておかないと，例えばこう

いう場でそういうことをやっていいですか，いいですよという確認がとれたと

ころで多分始まっていくと思います。 

 ですので，まさにそういう空間で人が１冊の本，あるいは自分の読んだ本に

ついて月に一遍くらい話をするのは，すごくいいことかなと思うのです。活字
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離れだと言っているけれども，実は違うという話がありますよね。昔よりも活

字の量は見ている。文字量だけは昔に比べればはるかにある。携帯で見られる，

タブレットで見られる。ですので，そういう場としてのことは言っていっても

おもしろいかなと思います。やりますとは言いませんけれども，アイデアとし

て。 

 

○海本委員  分館というのは，あくまで近くの，足の不自由な方とかすごく

高齢の方とか，そういった何とかやって来られる範囲の人たちにとてもありが

たがられている存在なのです。そういう方たちにも出ていただけるような仕組

み。だから，こんなところまで出てきて１１階でやるようなのは，元気な方た

ちにやってもらえばいいのですけれども，それでこそ地域の分館が生きるので

はないのか，そういう場になってもらいたいという願いは持っています。でも，

ないものはしようがないです。 

 

○小池館長  例えば集会室がないところでも，閲覧室の一角はそういうとこ

ろですよと。ただ，おしゃべりしていてうるさいと言われるのも困ってしまう

ので，やはり何かしら区分けはしなければいけないような気はするのですけれ

ども，例えば曜日を決めて，この時間帯はこうですと，要するにタイムシェア

するみたいな使い方はあり得るのかなと思うのです。 

 ボランティアミーティングだったか利用者懇談会だったかでお話があったこ

とで，国領分館は午前中はそんなに子どもがいないので，子ども室で新聞を読

むくらいよろしいのではないかという話があったのです。でも，机，いすが低

いですよねと。いや，例えばせめて新聞が見られるくらいのいすを持ってきて

もいいではないですかというようにしてほしいみたいなお話だったのです。 

 そのときに思ったのは，比較的利用が少ない時間は例えばそういう使い方も

あるのかもしれない。でも，知らないで来た人からすれば，そこで読書会をや

っている人たちがいるとびっくりするかもしれない。それが難しいところだと

は思うのですけれども，地域の図書館だということを考えれば，大部分は近所

の人が来る。そういう図書館だというのが定着すればそんなに問題ないのかな

と。そういうやり方があるのかなという感じはします。 
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○海本委員  館長の前向きな発言，どうもありがとうございます。 

 

○小池館長  いや，館長がやるわけではなくて，やはりみんなで考えること

ですけれども。 

 

○高野委員  私は海本委員のお話にすごく同感で，昔，読書会はありとあら

ゆるところで行われていて，本をめぐって活発に意見を戦わせていたのに，何

で今はそんなに少なくなってしまったのかなと。 

 ふと思った思いつきみたいなものなのですけれども，社会福祉協議会でやっ

ているひだまりサロンというのは高齢者が対象なのですが，陸委員と私がやっ

ているのですけれども，本が好きな人も高齢の方の中にはいらっしゃるわけだ

から，１年の企画の中で何日でもいいから本を借りてきて，生活の知恵でも健

康のことでも何でもいいけれども，とにかく読書会のような感じの話し合いの

会をひだまりサロンの中に入れていくという方法もあるかなと思いました。 

 社会福祉協議会のひだまりサロンってものすごくあるのです。８０件くらい

あるのです。だから，サロンを開催するスタッフが意識的に本を利用してお話

し合いを持てるような感じにしていったら，本の好きな人も満足してくれるか

なと思いました。 

 

○小池館長  ちょっと聞きかじりの話なのですけれども，この前開催されて

いた東京国際ブックフェアで某評論家の方からお話があったのが，脳は読書す

ることで活性化すると。ですので，本を読まなくなると脳はどんどん退化する。

使わなくなるわけですから，そういう話だというのがあったそうなのです。 

 そうすると，今お話があったように，特に高齢の方たちが会話するような場

に本が提供されるというのは，ある意味かなり効果があるのかなという感じが

します。語りかけて会話をするのももちろんいいのでしょうけれども，何もす

ることがないとずっとテレビを見ているというよりは，テレビは受動的な刺激

でしかないけれども，本は自分から行かないと，読書は頭を使う作業になるの

で，やはりそういうのは有効だと思います。８０ヵ所ですか？ 
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○高野委員  それぐらいです。私たちは７０番目ぐらい…… 

 

○陸委員  まだその後にもできています。場所さえあれば，月１回やれるの

だったらすぐ登録して，助成金も出ますし。 

 

○高野委員  社会福祉協議会がものすごく進めているのです。 

 

○進藤委員  地域センターのお部屋とかでは…… 

 

○陸委員  ではなくて。もう個人の自宅でもオーケーだし，どこでも。 

 

○進藤委員  そうなのですか。 

 

○安本副委員長  今現在は，集まっておしゃべりをなさっているのが主な活

動なのですか。 

 

○高野委員  そうなのです。車いすの方とか，おうちで引きこもっている方，

そういう方たちに集まっていただいて，スタッフが５人ぐらいボランティアで。

場所があって，きちっと計画が立てられればすぐに社会福祉協議会のほうから

説明に来ていただいて，承認していただけるとかいただけないとかということ

になるのです。 

 

○陸委員  報告とかも要らないし，割と気軽に。だから，毎月会場費とか光

熱費とか全部入れて，１回につき３，０００円ぐらいの補助があるのです。 

 

○安本副委員長  読書会というと，１冊の本をみんなで読んできて感想を言

い合うというのが従来の読書会の形かもしれませんけれども，そういうひだま

りサロンのようなところで１冊の本をみんなで読みましょうというのはなかな

か難しいことかもしれないですよね。ただ，お気に入りの本を紹介するとか，
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勧め合ったりあらすじを話してみたりというような，そういう進め方を図書館

の方で，例えばブックトークってこのようにやるのですというような進め方の

ガイドみたいなのをひだまりサロン向けに作って配布する。８０ヵ所といった

ら，すごく開拓する余地のあるところではないかと思うのですけれども，いか

がでしょうか。 

 

○返田係長  今，館長から小声でビブリオバトルという言葉が出たのですけ

れども，御存知の方も多くて，多分ＮＨＫなどでも最近やっていたり，都立図

書館，それから学校図書館の中でもビブリオバトルというものを開催している

ところがあると思うのです。 

 例えば，５人がエントリーするのです。その５人の人が，私のお勧めの１冊

を持ってきて，５分とか１０分という決まった時間の中で，それがどんなにお

もしろい本であるかというのをトークするのです。それを聞いた参加者たちが，

そのトークを聞いて自分はこれを読みたいと思ったという本に投票するのです。

それで，一番得票のあった人をその日の優勝者みたいな形にしているものが最

近流行ってきていまして，私もおもしろいなということで見に行ったことがあ

るのですが，館長は実際にトークをしてきたようなのです…… 

 あと，小布施でやっているまちじゅう図書館という，商店を巻き込んで，ほ

んの１０冊でも２０冊でもいいから，本のある棚をそこに置いてもらうという

ようなところ。それから，さっきのマイクロライブラリーという話なのですけ

れども，普通のお店とか喫茶店などがそういうものを置いて，小さなコミュニ

ティで本を楽しむことが今盛んになってきているというのがあちこちにあって，

昔の読書会とはまた違った形。 

 それから，かつて文庫というのが調布でもすごくいっぱいあって，今はもの

すごく数が減ってしまっているのですけれども，形を変えてはいるけれども，

やはり本が好きな人たちは何かしら本をきっかけにしてほかの人とコミュニケ

ーションをする。その中で小さなコミュニティを作ってそういう活動をしてい

くというのは，やはり脈々とあるのだなというのは思っています。 

 この何十年かの社会の中で，個がばらばらになってきた状況があったのが，

またその個が少しずつ緩やかにつながってきているのかなということは感じて
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いて，さっきおっしゃっていたひだまりサロンとかはすごくおもしろい企画だ

と思うのですが，言うだけ言って申し訳ないのですけれども，これをどうやっ

て実際に企画していくかというのが，実は図書館の中だけに収まらないで，皆

さんのような方と一緒に何かしらやっていかなければうまく実現していかない

……何と言ったらいいのでしょう。この後は館長に引き継いでもよろしいでし

ょうか。 

 

○安本副委員長  では，先に松田委員。 

 

○松田委員  国領小では，図書サークルさんという保護者の皆さんのサーク

ルがあって，読み聞かせを今までしてくださっていたのですけれども，人数も

かなり減ってしまって風前のともしびだったのですが，せっかくのこの火を絶

やしてはいけないと思って，去年ぐらいからちょっと盛り上がりまして，言い

出しっぺは私だったのですけれども，学期に１回読書会やビブリオバトルをや

ったり，パネルシアターを作ってみたりとかということをしています。 

 『ネコのタクシー』という子どもの本があるのですが，それを１冊読んでき

て，言いたいことを言いたい放題。お父さんが出てこないけれども，どういう

存在なのだろうみたいなところからすごく盛り上がって，そうしたら，終わっ

たときにお母さんたちが，読書会ってもっと敷居が高いというか難しいものだ

と思ったけれども，何でも言っていいんだ，すごく楽しかったと言ってくださ

って，第六中学校さん，調和小学校の保護者と口コミで人数が増えているので

す。だから，やってよかったと思ったのです。何を言ってもいい，受け止めて

もらえるという雰囲気を作るのがすごく大事なのかなと思って，これでお勉強

するとかどうこうというわけではなく，本でつながる温かみというのが良かっ

たかなと思っています。 

 今日資料をいただいて，来館者数とか貸出数を増やすためにどうしたらいい

のかということが話題になるのかなと思って，ちょっとそちらの話の意見を言

ってもいいですか。国領小では，３年生の教科書で図書館に行こうという勉強

がありますので，そのときに全員が貸出カードを作るのです。それを一昨年か

その前にもこちらでお話ししたような気がするのですが，市内の学校どうです
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か。３年生全員作っていますか。それはやっていただいたほうがいいかなと思

うのですけれども，ただ，たまたま分館が６月いっぱいお休みだったりとかと

いうことがあって，カードを作るのが結構……。だから，もしできるのでした

ら出張していただいて，例えば，カードを作るのにその日だけ学校に来ていた

だく。そうすると，市内の３年生全員がカードを持つことになりますし，それ

を例えば中１，年長さんが全員持つとかという，その機会に必ず作る。なくし

てしまう可能性もあると思うのですが，貸出カードを作って，ぜひ運ぶ機会を

作ったらいいと思うのです。 

 建物はものすごく古いとは思うのですが，２小学校に１館というのはどこに

もないです。私が住んでおります世田谷区ですと，八十何万の人数で１３館で

すから１人５冊までしか借りられません。ですから，調布がすごく恵まれてい

るということをもっと宣伝していただいたほうがいいのかなと。私も保護者会

で調布ってすごいのですということをお話ししているのですが，そこは言って

いかなければいけないのかなと思います。 

 一昨年に都小研といって，東京都の小学校の研究会があるのですけれども，

調布の学校図書館について話をしてくれというのがありましたので，行って話

をしましたら，調布の学校ってどこも学校図書館を使って授業をしているので

す。それが可能なのは，司書さんが学校図書館にいるということと，公立の図

書館とつながっていますから，こういう勉強をしますと言うと，すぐ本を送っ

ていただいているのです。だから，調べ学習もすごく盛んですし，そういうす

ごくいい循環というか回っていますので，そういうことを先輩たちはずっと培

ってきたのですが，あまり宣伝してこなかったので，こういうことは宣伝しな

ければいけないのだなと。 

 ２３区の中にもまだ学校図書館に司書さんがいない学校はたくさんあります

し，何校かを１人で兼任しているとか，すごく厳しい状態のところもたくさん

あって，だから，調布はすばらしいと言われて帰ってきたので，そのことはこ

こで声を大にして言いたいと思います。 

 あと，施設なのですけれども，古くても，例えばうちの学校なども，ショー

ルームに行ってかわいい花の形のカーペットとかを買ってきたり，入れ物は古

いのですけれども，そういう小物でかわいくしたりしてやっていますので，何
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か工夫していただければありがたいと思います。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。では，小池館長，お待たせしまし

た。 

 

○小池館長  利用カードは以前もそういう話があって，利用登録自体を強制

するのかという話と，そういうことがいいという先生方と，いや，という先生

方がいたりするということもあるのかなと。記憶ですけれども，以前はガイダ

ンスのときにみんな来るので，そのときに登録させるみたいなことはやってい

たと思うのです。ただ，最近は，それは個人の自由ですというところでやって

いるのも実際かなと。ただ，ガイダンスに来た子は，基本的に本を借りて帰る

のです。ですから，利用カードがないと本を借りられないので，事務の煩雑を

防ぐためには，登録をしていない人には事前に登録してもらうというのはある

かなと思うのです。意外と登録している子どもがいると，そこら辺はどうやっ

て整理したらいいのかなというのは，よく分からなくなってしまうのです。 

 前にも国領小学校だったか第二小学校かで，事前に作っておいてくださいと

学校の方からお願いをしたら，親御さんが慌てて図書館に登録に来て，ちょっ

とそれで行き違いがあって問題になったことがあるので，そこら辺の発信の仕

方が難しいのも実際のところなのです。少し余裕がないと，例えば，登録して

と学校から言われたとなると，親御さんは授業の１つだと……もちろん授業の

１つには違いないのでしょうけれども，そこをどうやっていくかというのは，

少し余裕を持ってやっていかないと，明日学校で図書館に行くのだけれども，

登録しないとみたいな話になったりするのも，それはそれで問題かなというの

はあります。 

 ですから，松田先生がおっしゃったところは，もうちょっと各学校との連携

の中でやっていけば，より利用は進むかなと思います。一応，２年に１回使っ

て登録が更新されていくので，そういう節目節目で利用継続みたいなのがある

といいかなと思うのです。やはり子どものうちに本を読む習慣，本に触れる習

慣をどれだけ作るかがその人を決めていくというのは最近みんな思っていて，

子どもが大人になるので，まずは子どものときに徹底して刺激を続けていくと
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いうことも大事かなと思っています。 

 それから，学校図書館の話は，まさに宣伝していただいたほうがいいと思い

ます。御存知かと思いますが，学校図書館法が改正されて，施行されるのが来

年４月からですかね，学校図書館に司書を置くのは努めなければならないとい

うことになったので，必置ではないけれども，国としては今までよりも学校図

書館には司書がいるというのを法律上も認めることになったので，学校図書館

に司書を置きますという話はさらに進めやすくなったのかなと。現実には，予

算とか誰を学校司書にするかといういろいろな課題はいっぱいあるのだと思う

のですけれども，学校の中で学校司書を教育の一環ですというように作り上げ

ていく流れが必要なのかなと思っていますが，法定されたというのは，かなり

進むのかなと思っています。 

 ですから，これは逆に高校の経験などが，小学校，中学校にどのようにやっ

ていくのかということになろうかと，これは個人的に思っているところです。

すみません，振ってしまうようですけれども。 

 

○宅間委員  その話につながるかですが，小学校で図書館を使って中学生，

高校生になってきている子どもを見ていると，最近，調布市は司書さんが学校

にいるのですが，昔，中学校には学校図書館に司書がいなかったものですから，

空白期間があって高校に入ってくるというのを私たちは高校の図書館にいると

よく感じたのですが，最近は割と中学校にも置かれるようになってきたので，

ずっと継続して使ってきている生徒たちだなというのをこの１０年ぐらいにな

ってからだんだん強く感じるようになってきているのです。 

 先ほどのビブリオバトルなども都立の高校は全校取り組んでいますし，先ほ

ど武蔵野プレイスの話もありましたが，特に高校生は自分で移動して図書館に

行けてしまうのと，時間が放課後は使えないということで，調布市の中で考え

れば，どちらかといえば分館を使うというよりは，こちらの中央図書館で特に

強くヤングアダルトのサービスに取り組んでいただく。市としてはどうなのか

分かりませんけれども，武蔵野プレイスには近隣のほかの市からも随分高校生

とか中学生が集まっていると思うのですが，ここも駅の前ですごく便利なとこ

ろですから，市の垣根を越えてしまっていいということであれば，中学生，高
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校生向けのサービスを中央図書館でよく取り組んでいただいて，広くアピール

してもらうと，私たちが学校にいても，あそこは調布の駅前だから，こういう

ことをやっているからちょっと行ってみたらとか，こういう本が使えるよとい

うことは話ができると思うのです。反対に分館は，あなたのうちのこんな近く

に分館があるから，日曜日でも行けるわよというようにしかＰＲができないの

で，そういう点では，子どもがだんだん大きくなってくるに従って利用の仕方

が変わってくるのを見越していくといいのかなと思います。 

 

○小池館長  事務局から質問してはいけないルールがあるか分かりませんけ

れども，発言させていただきたいのですが，埼玉県では，高校の司書たちが選

ぶブックフェアではないけれども，そういう取り組みをされているのです。ど

うしてああいうことが続くのかまだよく分からないのですけれども，司書が選

んだ本を本屋さんと連携してやっていますよね。あれがすごくおもしろいと思

っていたのです。あのまま東京都に導入できるとはあまり思えないけれども，

例えば生徒たち，特に部活で忙しかったり試験で忙しかったりするところに，

でも本から離れさせないような，また本に戻ってくるようなブックリストの作

りだとかというのを，例えば多摩地域の北多摩のあたりだけでも少し何かやっ

ていただいて，それを市立図書館と連携するとか，できれば本屋さんとかと連

携できるとおもしろいかなと思うのですけれども，そういうのってどうなので

すか。高校の世界がよく分からないので，せっかく御参加いただいているので。 

 

○宅間委員  これは会が終わってからと思ったのですが，図書館フリーウェ

イというチラシを私から配らせていただいたのですけれども，ちょうど今週の

土曜日なのですが，これは高校の図書館司書が有志でやる試みなのです。ちょ

っと埼玉に対抗しまして，私たちは高校の図書委員会が選ぶお勧め本大賞とい

うのを選んで，土曜日に発表するのです。それを調布の図書館から声を掛けて

いただいて，それの展示コーナーをこちらに作っていただくということで，既

に連携は始まっているのです。出版社さんや書店さんと連携するというのは，

まだなかなか取り組めないところではあるのですが，少しずつそういう形はし

たいと思っています。 
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 高校同士で集まって何かリストを作るということは，呼び掛ければできると

思うのです。ほかの市では，中学生，高校生の方が市の図書委員会みたいな感

じで放課後集まって，ボランティアみたいなのですかね，お勧めリストとかを

作っている。私は今年異動してきたのですが，西東京の学校にいたときは西東

京の図書館さんはしていらしたし，だから，図書館同士で働き掛けみたいなの

をするのはおもしろいと思いますので，調布の図書館の方もぜひいらしてくだ

さい。 

 近隣の３校と市内の図書館ですとか，やり始めればできると思います。全部

参加するというとなかなか難しくなりますが，できると思います。高校の図書

館は，反対に設置の自治体が自分のある市ではないわけですよね。調布市と直

接結び付くことが自分の中でなかなかできない。上は都立になってしまうので

すが，都立図書館のほうは全２００校近くを対象にしているので，そこから全

部に団体貸出とかという形にはしてくださらないのです。ですので，本当は市

立の自分の学校がある市とか区のつながりを大きくすればいいのですが，都立

ではないのにというような，学校側でも躊躇みたいなものが起きてしまったり

するのです。だから，ちょっと踏み出せばいいのかなということは考えます。 

 

○小池館長  ありがとうございます。 

 

○安本副委員長  今，例えば高齢者向け，中高生向け，それぞれの年代に応

じた図書館利用を増やすための方策が幾つか出てきたと思っております。図書

館のほうでも年代にターゲットを絞った形で利用者の増加につながるような試

みをしていただければと思います。ほかに何かございますでしょうか。大作委

員，どうぞ。 

 

○大作委員  今日皆さんの意見とか御要望を伺っていて，分館の現状を館長

からお話しいただいたので，分館の機能として，図書館はどう捉えているのか

過去と今とでもし変わっている部分があるのであれば，それが今後の改修だと

か建替えにつながっていくかと思うので，これからの分館の機能としてどうい

う役割，貸出しなのか，あるいは学校支援をもっと重視したいのかとかという
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現状のお考えがあればぜひ聞かせていただきたいと思います。 

 

○小池館長  ぼんやりとしたことしか言いようがないのですけれども，まさ

に調布の図書館の特徴の１つというか，もしかしたら１番に挙げるのが，図書

館が身近にあるということだと思うので，今，大作委員がおっしゃったような

部分は，もしかしたら地域地域で違うのかもしれない。市内全域が同じという

ことではなくて，団地が多いところとそうでないところでは特徴が変わってく

るのかなという感じはします。前回，前々回あたりでお話があった，子ども施

設が近いところでどうするかという話にも近い話かなと思います。 

 ただ，やはり強みは，歩いて１０分でどこかの図書館に行ける。小さいけれ

ども図書館サービスが受けられるというところなので，そこを大事にしたこと

をやるのは最低必要かなと思っているところです。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。ほかにございませんか。では，松

田委員。 

 

○松田委員  すみません，先ほどの貸出カードのことで，貸出カードを作る

ことについては保護者の皆さん異論はないのです。ただ，閉館が早いですので，

中央図書館に行ったときに子ども本人を連れて行かなかったので，親御さんが

作ろうとしたときに本人がいないということで断られたので，貸出カードの便

宜というのはもうちょっと。特に小学校３年で全員行っていますから，そのと

きなどをはかっていただけたらいいかなと思います。 

 

○安本副委員長  検討の余地はございますか。 

 

○小池館長  細かい話ですけれども，そこら辺の連絡が突然やってこられた

ときの中央図書館が，やはりルールはルールという話ですので，先生がおっし

ゃったようなところで，例えば出向いていく，あるいは先生にお願いしておい

て，登録していない人はおうちで書いてきてねと。それを図書館に届けておい

てもらって，ガイダンスの日に来たら渡してあげられるみたいな流れがはっき
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りしていれば構わない話だと思うのです。そこが途切れていると難しい話にな

ると思います。 

 もうガイダンスは一通り終わったのかな，だから，来年に向けてちょっと相

談しておいてもいいかもしれません。 

 

○安本副委員長  お願いします。片岡委員。 

 

○片岡委員  今の館長の分館のコンセプトといいますか，だれでも身近に図

書館があるということとは若干外れるかもしれないのですが，例えば分館の中

のどこか１館を子ども図書館みたいな形で運営することができるかどうか。子

ども時代に本に囲まれるということはすごく必要なことだと思うのです。それ

が年齢に応じて，子どもから大人の本にだんだん移行していくわけですから，

大人の本に囲まれている部屋に自分がいるという経験も含めて，子どもがどん

なに大きな声でしゃべっても，何をしても，どんな形で本を読んでも許される

ような状況を作ることができるかどうかというのが１つ。 

 あとは時間と日にちを決めて，例えばキッズデーみたいな形で，日曜日の午

前中は子ども中心にしますみたいなこともいいかなと思うのです。その時間帯

だけは大人はちょっと我慢してくださいと。月曜日のこの時間は中学生中心に

司書の方たちが相談に乗りますみたいなこともいいのかなと。とにかく本に囲

まれるという状況をどこの年代でもある１ヵ所の時間帯の中でできたら理想的

だなと思っております。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。今，できますかというような御質

問がありましたけれども，いかがでしょう。 

 

○小池館長  先ほどお話ししたように，調布の図書館の分館を造るコンセプ

トは，大なり小なり子ども室を造るということなのです。本に囲まれた，特に

よく選ばれた本で子どもたちのいる空間を作るというのは，調布の図書館とし

てずっとやってきていることなので，それがどこかの図書館，例えば佐須のあ

たりの図書館は子ども図書館ですとすると，ほかの地域も同じように作るので
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しょうけれども，そこだけ特質するということは，ちょっとどうなのかなとい

う感じはします。 

 ですから，どっちかといえば，１つの分館の中を大きく２つに分けて，１つ

は子ども，１つは大人もというようなところで，もっとしっかり子ども図書館

みたいなものを作っていった方がどこに住んでいても使えるのかなと。子ども

は自分で遠くには行けないので，やはり身近な歩いて行けるところや親と行け

るところに図書館を造っていく方が大事かなと思います。 

 もう１つ，キッズデーなりキッズタイムか分かりませんけれども，要するに

さっきのタイムシェアするという話かなというところで，今もガイダンスで，

例えば子どもが来ますとか保育園が来ますというときには，ちょっと騒がしく

なりますという意味を込めて，分館の場合だったら紙を貼ってお知らせを一応

しておくのです。もし苦手だという方は，その時間帯を避けてくださいという

意味合いでこちらは出すのですけれども，もうちょっとそれをはっきりさせる。 

 例えば，おっしゃるように日曜日の午前中だとか，おはなし会のある水曜日

の午後はこうですというのをもっとはっきり出していく。今，毎日のように来

ている人は大体分かっているから，一々そんなことがなくても分かるのかもし

れないけれども，逆にそれを図書館ＰＲとして出すことで，図書館の力の入れ

具合のＰＲになるのかなと，今，片岡委員の話を聞いて思いました。言い訳と

して使うのではなくて，逆に宣伝として使う。図書館はこんなことをやってい

ますという宣伝で，皆さん理解してくださいという。積極的な意味でそのほう

がいいかなという感じがしましたので，ちょっと考えてみてもいいかなと思い

ます。 

 

○片岡委員  子どもにとって大人の本が並んでいる書架の間を出入りすると

いうのは，すごく魅力的なことなのです。大人の未知の世界に一歩足を踏み入

れたみたいな感覚はすごく大事だと思うので，それも含めて時間を決めていた

だくと，多分その辺の子どもの垣根もなくなるのかなと。これは希望です。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。 

 議論は尽きないところですけれども，そろそろお時間になってきているよう
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です。言い足りないところがございましたら，また次回御意見をいただければ

と思います。 

 それでは，以上で議題第２号を終了いたします。 

 以上で本日の議事はすべて終了いたしました。ほかに何かございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 ないようでしたら，事務局から連絡事項はありますか。 

 

○事務局（島田）  ２点ございます。 

 １点目です。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３回目の開催は１０月１６日木曜日を予定しております。場所と時間は

たづくり９階研修室，本日と同じ場所で午後２時から４時までを予定しており

ます。きょう御出席の皆様の御都合がよろしければ，１０月１６日に決定した

いと思いますが，いかがでしょうか。 

 

○井上委員  就学時健診があるのでだめです。 

 

○事務局（島田）  では定足数に達している状況が確認できましたら，この

日で決定とさせていただこうと思います。 

 

○片岡委員  すみません，私も欠席になります。 

 

○事務局（島田）  では，９日のほうがよろしいでしょうか。９日はいかが

でしょうか。 

 

○安本副委員長  ９日，御都合の悪い方いらっしゃいますか。 

 

○井上委員  だめです。すみません。 

 

○高野委員  できれば１６日のほうがありがたいのですけれども。 
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○小池館長  半々ですね。 

 

○事務局（島田）  次回は委員長，副委員長の選任ということも議題の中に

予定で入っているので，できましたら多くの方に御出席いただきたいという希

望はあるのですけれども，９日は３人の方が欠席ということで…… 

 

○安本副委員長  ９日に御都合の悪い方は３人ですね。１６日も３人ですね。 

 

○事務局（島田）  それでは，大変申し訳ないのですが，１０月１６日を第

一候補日としておりましたので，この日で進め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。 

 ２点目です。最後になりますが，本日の協議会の議事録署名委員を指名させ

ていただきます。名簿の記載順で，今回は海本委員にお願いいたしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○安本副委員長  ありがとうございます。 

 委員の皆様には，議事の進行等に御協力いただきお礼申しあげます。ありが

とうございます。 

 これをもちまして，平成２６年度第２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。お疲れさまでした。 

 

                            ――了―― 

 

 


