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○事務局（島田）  定刻となりましたので，始めさせていただきます。 

 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。 

 開会に先立ちまして，図書館長の小池からごあいさつ申しあげます。 

 

○小池館長  皆さん，こんにちは。今日もお集まりいただきまして，ありが

とうございます。 

 天候のことを申しあげると，この月曜日，火曜日，特に月曜日の夕方近くに

大雪になって，報道などで見ていると，東京というか都会というのは弱いのだ

なということを改めて思ったところです。個人的には人間ドックに行っていて，

実は外に出ないで，あるところにじっといたので，直接的には巻き込まれなか

ったというか，事故に遭われた方には大変申し訳ないのですけれども，そんな

状況ではありました。 

 世の中，想定しないことが今，本当にいろいろと起こっている中で，自然は

どうしようもないなと思いながらも，少し備えておくということも，もしかし

たらあったのかもしれないと。例えば，北陸とか西のほうに住んでいる知り合

いの人のメールを見ていると，東京は備えていれば大丈夫だったではないかと

いうことを書いている人もいると思って見ていたところではあります。 

 そんなところで，年の初めに近いところでこういう状況にありながらも一歩

一歩進んでいくという状況の中で，図書館についても図書館協議会の場を通じ

て運営をさらに進めていきたいなと。 

 年の初めでもありますので，１つ申しあげておきたいと思います。それは，

今日の議題にもあります図書館協議会の在り方，ありようについて，いま一度

皆さんで考えて，より活発なといいましょうか，意義のある協議機会になって

いけばいいかと思っておりますので，本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局（島田）  続きまして，本日の資料の確認をお願いいたします。お

手元に資料の御用意をお願いいたします。 

 資料番号はございません。「平成２９年度第３回調布市立図書館協議会議事

録（案）」です。 

 資料１「平成３０年度調布市立図書館事業計画（案）」です。 

 資料２「図書館協議会について」です。 

 続きまして，資料３「樟まつり（リーフレット）」になります。小さいもの

です。 

 資料４「図書館だより ２０１７冬 №２４６」，ピンクの冊子になります。 

 以上が事前にお送りいたしました資料となっておりまして，最後に机上に配

付したものが２点ございます。 

 資料５「『調布市立図書館のあり方について』（報告書）の確定に向けて

（メモ）」という委員長のメモ，１枚物です。 

 最後は，資料番号なしになりますが，「交通ルールのブックリスト」という

両面カラー刷りのものになります。資料は全ておそろいでしょうか。 

 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  改めまして，こんにちは。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいまから平成２９年度第４回調布市立図書館協議会を開催いたします。 

 まず，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

します。 

 

○事務局（島田）  御報告いたします。枡委員におかれましては，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。 
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 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

かをお諮りいたします。 

 お手元の次第を御覧ください。本日の議題について，非公開とする理由は特

にないと思われますが，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。御異議ないものと認めます。 

 本日の傍聴者の定員は５人です。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）  本日，傍聴希望者が１人いらっしゃいます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。傍聴者がいらっしゃるということな

ので，入場を承認したいと思います。事務局は議題第１号が終わりましたら御

案内をお願いします。 

 先ほど館長からもごあいさつがありましたが，皆さん，雪は大丈夫だったで

しょうか。私は渋谷からここまで３時間かけて帰ってまいりました。その後，

翌日は２時間かけて雪かきをしました。結構大変でした。 

 それでは，議題第１号「平成２９年度第３回調布市立図書館協議会議事録

（案）の承認について」です。こちらの資料は，開催通知と併せて，先日，事

務局から送付を受けております。皆様には既に御確認いただいていると思いま

すが，修正のお申出はございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは，修正のお申出がないということで，署名により確定いたしたいと

思います。では，事務局は署名の手続を進めてください。前回指名を受けた松

田委員は，後ほど署名をお願いいたします。 

 以上で議題第１号を終了いたします。 

 では，事務局は，傍聴希望者の御案内をお願いします。 

     （傍聴者入室） 

 それでは，議題第２号「平成３０年度調布市立図書館事業計画（案）」につ

いてです。こちらは小池館長から御説明をお願いいたします。 
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○小池館長  では，私から平成３０年度調布市立図書館事業計画（案）につ

いて説明させていただきたいと思います。資料１をお願いいたします。 

 例年こういう計画を考えるに当たって，現段階で，まず図書館協議会の皆様

にざっくりした案と言ってもいいのでしょうけれども，見ていただいて，御意

見などをちょうだいいたしまして，次，例年ですと，社会教育委員の会議で説

明させていただき，御意見などをいただいて，後に調布市教育委員会にお諮り

して，次年度の計画が確定する運びになっております。時期的には，この１月，

また２月，３月になるかと予定しております。まずそれが１つの前提でありま

す。 

 また，事業計画を立てるに当たって，例えば２９年度はどうだったのかとい

うお話が前提としてあろうかと思います。そのことを今日の資料には細かくは

書いておりませんので，口頭ではありますけれども，補足をしながら順次説明

をしてまいりたいと思います。おおむね１０分ぐらいかけてお話しさせていた

だきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします 

 では，資料１を開いていただきますと，そこから１，２，３とページを振っ

てあります。はじめに，方針としてあるところに示してありますことは，図書

館が置かれている状況の説明になります。 

 図書館というのは，例えば国においては，図書館法という法律に基づいて，

図書館の設置及び運営上の望ましい基準が平成２４年１２月１９日に大臣告示

されており，その中で「知識基盤社会において，図書館は地域の情報拠点など

として重要な役割を担うこと」と書かれております。 

 また，子どもの読書活動の推進に関する法律や文字・活字文化振興法の中で

は，読書離れ，言語力の低下への対応などが求められていることも図書館の役

割として１つあるということです。 

 調布市では，中央図書館を含め１１箇所の図書館を結びながら，いつでも，

どこでも，だれでも気軽に利用できる図書館を目指してこれまでも活動してお

ります。一方，その活動の核となるのは職員であります。どの組織もそうでし

ょうけれども，世代交代も含め職員の交代が進んでいる中で，特に若手職員と

の世代交代が急激に進んでいる。そこで起こることは，知識，経験の継承の中
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で安定したサービス提供が課題になります。 

 市民の読書活動を推進しながら，さまざまな情報・資料の収集及び提供，調

査・研究の支援拠点であるということ，地域に根差した市民文化の創造に寄与

するために図書館協議会の活動やボランティア活動，市民の参加と協働の中で

積極的な図書館活動を展開していきたいと考えています。 

 そうした中で，もう１つ状況としましては，予算と職員体制であります。平

成３０年度予算は現在調整中で，２月に入りますと，調布市全体としての予算

案が確定し，公表されていきます。それを受けて，３月に予定されている調布

市議会において審査が行われ，議決され，決定するという運びになります。詳

細は公表前ですので，細かい説明はいたしませんけれども，傾向としては，平

成２９年度とほぼ変わらない状況にあるということになります。 

 また，職員ですけれども，定年後の再任用の職員を含めまして，いわゆる正

規職員は現在六十余名配置されております。また，非常勤職員，図書館専門嘱

託員ですけれども，１２月現在で１５１人になります。正職員のうち，司書は

４６人になります。市役所全体の傾向と同様に，２０代，３０代の職員が全体

の３，４割になっているのが現状になります。これは先ほど申しあげた，いわ

ゆる世代交代のところで，ある意味難しいところがあるということが続いてい

ます。 

 次に，２ページにあります図書館運営体制についてですが，この中に調布市

基本計画及び調布市教育プランというのがあるかと思います。こちらは，平成

３０年度に改定作業が行われます。調布市の場合，現在は４年ごとに改定しよ

うということで取り組んでいるわけですけれども，平成３１年度からの新しい

計画について，来年度に入りますと大きく取組がされることになります。基本

的には現在の計画を引き継ぎながら，図書館施設の整備が続いていくと思って

おりますけれども，現在予定されていることでは，御存じの方もあるかと思い

ますけれども，調布市の東部地区の緑ケ丘団地にあります緑ケ丘分館の移転が

予定されています。緑ケ丘団地建て替えが今進んでいるわけですが，その中で

図書館も建て替えられるということであります。規模としてはかなり大きな面

積が予定されておりますので，そこを使っての地域の集いの場だとか収蔵スペ

ースの確保が進んでいけばいいかなと考えているところです。また，図書館協
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議会での御議論，報告書としてまとめられるということの中で，今後の図書館

運営にも生かしていきたいと考えているということです。それが大きな話とし

てあります。 

 ほかのことについては少し省略させていただいて，次，４ページに移ってい

ただいて，ここから主要事業ということで，少し細かいお話を書かせていただ

いております。 

 運営関係としましては，図書館協議会のことがございます。年４回を予定し

ております。また，利用者懇談会を年２回，図書館事業報告，「数字で見る図

書館活動」を発行していくということ。児童関連といたしまして，ブックスタ

ート事業，おはなし会を各種。５ページに行きましても，細かいいろいろな形

でのおはなし会を継続していきたいということ。 

 それから，５ページ後段にあります調査支援サービスの中でのテーマ別調べ

方案内の作成，パスファインダーと称しているものも含めてになるかと思いま

すけれども，そういうこと。 

 ６ページに行きまして，課題解決サービスの中で，医療，健康ないしは仕事

やビジネス，法律などのさまざまな課題に対しての対応ができることを取り組

んでいきたいと。また，映画のまち調布関連で，映画資料の収集やそれの提供

という形での取組を続けていきたいということ。 

 ハンディキャップサービス関係では，利用者懇談会，協力者の懇談会，携わ

る方の養成講座の開催を考えているということです。 

 また，ボランティア活動といたしまして，新たなボランティア活動をされた

い方への説明や活動されている方の交流の場としてのミーティング。７ページ

に行きますと，例年，夏の時期に高校生を中心にして，サマーボランティアと

いう活動がありますので，そちらの受け入れをしていきたいということ。 

 また，（６）としてあります地域情報化の拠点としての図書館活動として，

図書館は地域に関する専門図書館だという考え方がありまして，その中での地

域に関する資料などの収集。それを集めるためにはいろいろな情報を集めると

いうことで，市役所の関連する部署との定期的な連絡会，また，市民の手によ

るまちの資料情報館の運営を考えております。 

 ここで，市民の手によるまちの資料情報館について，２９年度を振り返ると
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ころでは，年度当初にまちの資料情報館発足当初から市民協力員として活動い

ただいていた方から，図書館が市民との協働と言いながらもできていないとい

う厳しい意見をいただきました。経過の詳細は省かせていただきますけれども，

昨年度，平成２８年度に図書館５０周年記念事業を検討，また実施する過程で

御提案いただいたことにおこたえしなかったということがあります。その結果

として，その方は協力員をお辞めになる。また，協力して作成したコンテンツ

の公開の中止，削除を大幅に行うことと現在なっております。市民の参加，協

働というのは，図書館運営の根幹にかかわる課題，問題でありますけれども，

このような事態を大きな反省としまして，まちの資料情報館の活動を含め，改

めて図書館運営について考え，取り組んでいきたいと考えていることをここで

説明させていただきます。 

 また，次に，成人対象事業といたしまして，講演会，読書会を引き続き行っ

ていきたいということです。調布の図書館の特徴ということで，前回も少し触

れさせていただいたかと思いますけれども，子どもへの徹底したサービス，図

書館を身近にたくさん作るということ，それから，読書会や講演会ということ

で，学ぶ機会，あるいは交流する機会を発足当初から取り組んできたことを引

き続き取り組んでいきたいと考えております。 

 ８ページ，最後になりますが，施設整備といたしまして，現在予定されてい

るのは佐須分館の改修で，何かといいますとエレベーターです。佐須分館は，

エレベーターが設置されている施設であるのですけれども，御存じかと思いま

すが，エレベーターの設置から年数がかなり過ぎてきており，その中で特に制

御系やらの部分については，極端に言えば，今更新をしないと今後使えないこ

とになりますので，これはきちんと対応していこうということで予定されてい

るということです。 

 実際にざっくりした説明になってしまいましたけれども，説明としては以上

になります。御質問，または御意見いただければ有り難いと思います。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。館長から冒頭，説明がありましたよ

うに，この事業計画は，今の時点では案になっています。御説明があったよう
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に，この協議会の場で御質問や御意見を差し上げて，その後が社会教育委員の

会議，その後が教育委員会にということで，我々がまず図書館の集まりという

ことで，最初に御意見，御質問を差し上げて，図書館側で修正をかけてという

ことになっておりますので，忌憚のないところをお聞かせいただきたいと思っ

ております。 

 まず，御質問でも御意見でも，どんなことからでも，どの部分からでも結構

ですので，挙手にてお知らせください。いかがでしょうか。菊池委員，どうぞ。 

 

○菊池委員  初めてなので，質問がかなりあるのです。もう分かっていらっ

しゃる方に申し訳ないのですけれども，まず１ページで，若手職員との世代交

代が進んでいるということで，昨年度の人員計画などでも触れられていますよ

うに，去年，今年という関係ではなくて，もう少し長いスパンで見た見通しと

いうか，こういう対策を考えているということがあればお聞きしたいというこ

とが１つ。 

 それから，４ページの主要事業，運営関連事業の図書館事業報告の発行とい

うところは２９年度版で出すという趣旨なのでしょうか。 

 

○小池館長  ３０年の間違いです。 

 

○菊池委員  では，これを３０年８月中旬発行ということでよろしいのです

ね。 

 もう一点あるのです。６ページのハンディキャップサービス関連事業のとこ

ろで，本年度は音訳者養成講座が必要ないという趣旨がどうか分からないので

すけれども，去年度はたくさんされて，３８人体制が整ったということですが，

それは毎年やって補っていっているのかなという感じがあったものですから，

今のところは必要ないからやらないのか，その点をお聞きしたいと。 

 以上，その３点をお願いします。 

 

○野末委員長  では，順にまいりましょうか。館長からお願いします。 
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○小池館長  まず職員のお話ですけれども，細かい数字は今お示しできない

のですが，ざっくりとした話として，いわゆる大学卒業の辺り，２２，２３ぐ

らいから働き始め，今，３４，３５ぐらいになる１０歳ぐらいの幅の間の職員

が４割ぐらいになっているのではないかと思います。これは，社会的な情勢と

しても，今そのようになってきているのかなと思います。いわゆる団塊の次の

次ぐらいの人口構成の中で，組織の中で，調布市の場合は採用を続けてきてい

る中で，この傾向は変わらないということになるかと思います。 

 ほかの図書館と比較するのもあれですけれども，調布市の場合は，図書館に

専門職ということで，司書の資格がある者を採用し，配置することが続いてお

ります。それが毎年続けば，図書館としては有り難いことではありますが，そ

れは人事的な部分ではなかなかできていない部分もありまして，採用しようと

思っても，実際に応募し，それに達しないという結果もありますので，その結

果，２，３年に１人，２人，３人という状況で新しい職員が入ってきているこ

とになります。その中で，再任用の経験のある職員も含め，どのようにして調

布の図書館で運営してきたかということ，考え方を現場でつないでいくことが

対策といいましょうか，方法としては一番なのかなと考えております。そうい

うことを職員の組み合わせの中で，引き続きしばらくはやっていくことになる

のかなと考えているところです。余り計画的にと言っても，人の問題でありま

すので，そこが思いどおりにいかないという悩みは実際にはありますけれども，

そういうことが１つです。 

 次に，「数字で見る～」のところは，すみません，修正しておりませんでし

た。３０年，今年の８月刊行を目標にしております。 

 次に，ハンディキャップサービスの養成講座に関しましては，ハンディキャ

ップの係長から説明させていただきます。お願いします。 

 

○海老澤係長  ハンディキャップサービス係の海老澤と申します。よろしく

お願いします。 

 ハンディキャップサービスで行っております養成講座というのは，点訳者向

けの養成講座，音訳者向けの養成講座，布の絵本製作者のための養成講座とい

うことで，ブラッシュアップ講座といいましょうか，今までいらっしゃる方に
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向けての講座をここ数年やってきたところなのですけれども，昨年度は，音訳

者の方の新規の募集をかけまして，その方たちに集中的に学んでいただく講座

を行いました。そちらは人数が限られてしまうのですけれども，集中的に同じ

先生にお願いいたしまして，基礎からある程度きちんと読んでいただけるまで

の体系的なプログラムを使ってやっていただかなくてはいけないため，昨年度

はそちらに力を入れました。それを修了していただいた方に，今年度，その後

のステップアップ講座を受けていただいたところでございます。 

 経年的にずっと続けていただいている方へは，単発の講座を１回とか２回と

いった形でやらせていただくこともあるのですけれども，来年度に関しまして

は，今のところそういった形の講座をまだ計画していないというところと，あ

と，今年度２年目に入りました方たちにつきましては，来年３年目になります

ので，実際に本を読んでいただく中で，またこれからいろいろな課題等が出て

まいります。そういったところを拝見しながら，また必要に応じて新しく企画

していこうというところでございまして，今のところ，来年度に関しては未定

ということでございます。 

 こう申しあげても何なのですが，現状で計画は立てていないけれども，他の

講座との兼ね合いと講師の先生がお願いできる状況であれば，後半のところで

やらせていただくこともあり得るかなと思っておりますが，現在のところでは

まだ計画していないというところで御理解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した。菊池委員，よろしいですか。 

 

○菊池委員  はい。 

 

○野末委員長  音訳については，割と長期的なスパンで募集して，養成して，

ステップアップしていただいているということなのですね。 

 

○海老澤係長  音訳の方も点訳の方も布の絵本製作の方もそういう形で，長

いスパンで養成させていただいています。 
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○野末委員長  ということは，長く続けていただいているということなので

すね。 

 

○海老澤係長  長く続けていただける方をお願いしたいというところと，実

際に長くやってくださっている方がたくさんいらっしゃいます。 

 

○野末委員長  今の質疑応答に関連してでも結構ですし，それ以外でも結構

です。ほかに御意見，御質問はいかがでしょうか。安本委員，お願いします。 

 

○安本委員  安本です。よろしくお願いします。 

－ ２ページの（２）番，図書館資料の提供の項目の最後の部分です。「図書

を中心に，新聞，雑誌，電子資料等適切な形態の資料を効率的に提供する」と

いう目標が掲げられています。それに関連してなのですけれども，先ほど館長

から御説明のあった，市民の手によるまちの資料情報館が個人の方の判断によ

って削除されてしまったり，公開停止になってしまったりという不安定な状況

にあるのは，今後多くの方に調布の資料を使っていただくという中では，電子

上のコンテンツというのはとても大切なことだと思うのです。ですから，個人

の意向によって公開停止だとか削除に追い込まれないような方策を考えていか

なければいけないのではないかと思いますけれども，その見通しとか御計画は

おありでしょうか。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，館長，お願いします。 

 

○小池館長  まず，先ほど具体的な事態としてのまちの資料情報館の話をさ

せていただきました。結果としてやめた方の御希望に添うことにいたしました。

もちろん今おっしゃっていただいた考えもありましたけれども，みんなのもの

になっているという考え方もあるわけです。公開して５年とか１０年たつと，

それを見て次の行動，あるいは本を書いている方も実際にいらっしゃいます。

そういうことが実態としてあるけれども，御本人の意向も一方で尊重するべき

だろうという判断の中で，今回はそのようにいたしました。 
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 次に，おっしゃったように，本と違って，例えは変かもしれませんけれども，

スイッチ１つで消えてしまうというのが電子情報です。その在り方については，

このコンテンツに限らず，いわゆる電子書籍，電子ジャーナルもそうでしょう

けれども，配信が止まれば，もうだれも見られないという事態ももともとある

ことです。その点で言えば，調布の図書館だけの話ではなく，大げさに言って

しまいますけれども，人類の文化の中での保存というか利用機会をどのように

確保するかということは各方面で検討されているのかなと思います。 

 例えば，国会図書館は，電子的な情報も今は基本的に納本制度の中の１つと

して入れておりますし，学術的なところでは，電子的なものについて強制的，

自動的といいましょうか，収集し，いわゆるアーカイブするシステムができて

おりまして，それをどのように利用するかということは，実際はこの社会では

かなり取り組まれているのかなと見ているところです。また，ちょっと狭く図

書館で考えても，国会図書館が日本の国で発生したものについては，今かなり

集めているのかなということで，それが利用しやすいかどうかは難しいところ

はありますけれども，基本的には電子的なものもかなり集めていき，検索し，

利用できる状況になりつつありますので，それが１つの対策といいましょうか，

対応の仕方なのかなと考えているところです。調布の図書館だけでなかなか難

しいのと，また繰り返しですけれども，まちの資料情報館について言えば，こ

ういう事態にならないような一定の取り決めも今後行っていく必要があるとい

うことは，ほかの協力者の方とも話をしてきたところであります。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。安本委員，大丈夫ですか。 

 

○安本委員  はい。 

 

○野末委員長  関連して伺ってよろしいですか。そうすると，今のまちの資

料情報館は作り直すというか，もう一度構築し直すということになるのですか。

館長，お願いします。 
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○小池館長  今，実際のスクリーンで見ることができない中で説明が難しい

のですけれども，大きなカテゴリーで十幾つありまして，そのうちの６つが公

開しないことになっています。今，見掛け上はあるのですけれども，そこも再

構成する予定ではおります。それと，引き続き公開を続けるものをどのように

配置するかとか，新たなものをどのように追加するかということは，今年度も

あと２箇月ですので，次年度以降の課題として今準備をしているところであり

ます。 

 

○野末委員長  分かりました。ありがとうございます。 

 それでは，ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

○杉山委員  基本的な話で恐縮ですが，５ページ，６ページの調査支援サー

ビス関連事業なのですが，テーマ別調べ方案内とか，例えば一般利用者がテー

マで調べたい，専門的なことでちょっと調べたいというときに，どういう流れ

で図書館の案内を求めたらいいのかというのが私にはよく分からない。館長は

先ほどパスファインダーとかそういう話もしていましたが，その辺をもう少し

詳しくお話しできたらと考えています。 

 それともう１つ，映画のまち調布関連事業と。映画のまち調布というのは，

もう何年も前から調布市のタイトルとしてロゴマークにも出ていますけれども，

図書館としては，ここに書いてあるように，資料の収集，整理，保存，活用を

していくのだという特別なコーナーを作って，それを運用していくのか，ある

いは今，受付の奥に映画資料コーナーがありますね。あれを充実していくのか。

その辺のところももう少し詳しくお話しできたらと思いますが。 

 

○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。お願いし

ます。 

 

○返田係長  ただいま御質問のあった項目を担当しております，調査支援係

の返田と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず，テーマ別調べ方案内ですが，先ほど館長はパスファインダーと申しあ
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げましたが，Ａ４の紙数枚に，調布の図書館でどのように調べたらいいのかと

いうことをテーマごとに，例えば直近ですと，国宝になった深大寺の白鳳仏に

ついて，調布の図書館で調べるにはこのように調べると調べやすいですよとい

うことを，調べ方とか実際の本の題名とかを出して作りました。そのほかに法

律の調べ方だとか，そのようなものを５種類ほど作っておりまして，今現在，

先ほどおっしゃった５階の映画資料に行く途中のコーナーに，御自由にお持ち

いただけるように置いてあるのと，図書館のホームページでいつでも御覧いた

だけるように掲載しております。改定，追加等はゆっくりではありますけれど

も，調べる方の中には，職員に気軽に聞いてくださる方もいらっしゃるのです

けれども，職員に声を掛けるのはちょっとちゅうちょするという方にも，そう

いうものがあると調べ方が分かるということも考えて，市民の方に御活用いた

だければいいと思っています。 

 もう一件，映画のまち調布関連事業ですけれども，中央図書館の５階カウン

ターを右側に回り込んだところに映画資料室という部屋がございます。一体何

が特徴だろうと調布の地域を考えたときに，まちの成り立ちから映画は関連し

ている。調布にとって映画との関連性が非常に深いということで，この中央図

書館を作るに当たって，その段階で映画についてのいろいろな資料を集め始め

ました。今も引き続き集めていまして，特にこの数年は，角川大映さんとか，

映画関連の事業者さんとの関係がかなり密になってきまして，そちらで使った

撮影台本，ポスター類もいただけるようになってきています。あと，関係者も

調布にはかなり住んでいらっしゃいまして，映画のまちの資料を図書館でかな

り集めているということが関係者の中にもだんだん浸透しまして，関係者の方

が残念ながらお亡くなりになったときなどに，御遺族の方からそういった資料

を図書館でどうでしょうかというお申出をいただくことも多くなっております。

いただくだけでなく，もちろん積極的に購入もしております。 

 それを皆さんにどのように見ていただくかということなのですけれども，５

階の映画資料室で，いろいろなテーマ展示を通年行っています。それと，今年

はお休みになりました調布映画祭という大きなイベントが毎年３月に行われて

います。その中で，映画の図書展ということで，昨年までですと，２階の北ギ

ャラリーで調布市の図書館が持っているポスター，台本といったものをテーマ
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に沿って展示してきております。また，これについては，そういった事業が再

開した折には一緒に参加していく予定でおります。 

 それから，もう１つ，ポスターについては場所をとることもあり，この建物

の中で現物の公開が厳しいということもありまして，こちらは電子データにし

まして，図書館のぴゅー太という各図書館にある検索端末で検索して御覧いた

だくというシステムを作っておりまして，皆様に見ていただきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。杉山委員，よろしいですか。 

 

○杉山委員  はい。 

 

○野末委員長  では，館長，お願いします。 

 

○小池館長  杉山委員に質問いただいたとおり，何度も映画のまち調布とい

うフレーズは起こっているわけですけれども，調布市としては，トリエ調布の

開業に合わせ，映画館が再開したことをきっかけにした取組をやってきたとこ

ろがあります。また，次年度に向けて，新しい形での事業をやりたいというこ

とで，産業振興部門を中心に取り組んでいるところであります。その中で，図

書館や博物館は物を持っているということの中で，先ほど御質問いただいたよ

うに，収集している部分をどのように活用するか，そちらの部分で展開できる

のではないかということは，まだ具体の話がありませんけれども，そういうこ

とを今進めているということを補足しておきます。 

 

○杉山委員  市の産業課とは定期的に話し合いをしているということですか。 

 

○小池館長  定期的というのはちょっと難しいのですけれども，年に１，２

回はそういうことが行われ，次の事業については，産業は産業なのですけれど

も，今度は別のセクションが立ち上がって，今動き始めているというところは
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現段階でお話ししておきたいと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○返田係長  ほかの係長がパスファインダーを持ってきたので，１セット回

覧させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○野末委員長  パスファインダーのサンプル。 

 

○返田係長  はい。 

 

○野末委員長  １セットということは全部あるのですね。 

 

○返田係長  ちょっと抜けているのもあるので，見本ということで御覧いた

だければ。 

 

○野末委員長  こちらはホームページでも公開されているということですよ

ね。 

 

○返田係長  はい。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，ほかにいかがでしょうか。松

澤委員，お願いします。 

 

○松澤委員  お聞きしたいのですけれども，今のお答えの中で，映画のまち

調布関連のものを中央図書館ができるときから集め始めたというお話があった

のですが，できるというのは，ここではなくて，もともとは図書館が一番最初

にできたときからですか。 

 

○野末委員長  館長。 
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○小池館長  たづくりに中央図書館を開設したのは１９９５年になりますけ

れども，それに向けて準備を始めてきました。ですので，１９９０年ぐらいか

らだったと思いますけれども，資料収集の１つの重点の中に，地域資料として

の映画資料ということで，関連書籍，台本，シナリオの関係を古書を中心に集

めてきています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。やっと映画館も戻ってまいりました

ので，盛り上がっていくといいなと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。次年度の計画に向けて，我々が御意見をお伝えで

きる機会ということですので，いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 それでは，今日は比較的議題がスムーズに進むかと思いますので，もしこの

後，お気づきのことがありましたら，この事業計画について戻って，また御意

見，御質問いただくこともありということにいたしたいと思います。この後が

協議会自体の在り方，つまり図書館の在り方について，どういう意見を我々が

まとめていくかということについて議題がありますので，また関連するところ

がありましたら戻っていくことにいたしまして，いったん議題第２号を終了し

て第３号に移りたいと思います。ありがとうございます。 

 それでは，議題第３号「調布市立図書館協議会の今後のあり方について」で

す。こちらについては，まず小池館長から御説明をお願いしてよろしいでしょ

うか。お願いします。 

 

○小池館長  では，調布市立図書館協議会の今後の在り方についての説明と

いうことで資料を配付させていただいておりますので，説明したいと思います。

資料２であります。 

 まず，この資料の構成といたしましては，ページを付けていないので申し訳

ないのですけれども，裏表のものが１枚，めくっていただくと，文部科学省委

託研究と左肩に打ってあるものが１つであります。 

 順次説明していきたいと思います。 

 まず，図書館協議会とは何だろうかということを法的設置根拠で確認したい
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と思いまして，裏表のペーパーを１枚作りました。図書館協議会というのは図

書館法第１４条で，「公立図書館に図書館協議会を置くことができる」とされ

ていることが根拠になります。図書館協議会とは何なのかは，「図書館の運営

に関し館長の諮問に応ずるとともに，図書館の行う図書館奉仕につき，館長に

対し意見を述べる機関とする」という性格を持っているものだとされています。 

 また，図書館協議会の委員については，どのような基準で決めるのかについ

ては，文部省令ですけれども，図書館法施行規則の中で規定されておりまして，

「参酌する」というすごい難しい言葉が急に出てきました。これは大臣告示と

いうことでされたかと思いますけれども，文部省令で定める基準というのは，

学校教育，社会教育，家庭教育の向上に資する活動をする者，学識経験のある

者から選ぶとなっており，それは地方自治体において，この考えを参考にして

条例で決めてくださいというのが法で決められていることであります。 

 次に，調布市立図書館条例を見ますと，第９条の中で「図書館協議会を置

く」と定めております。その協議会には，先ほど申しあげた学校教育，社会教

育，家庭教育の向上に資する活動を行う者，学識経験のある者ということで，

１５人以内で構成するとしてあります。任期は２年であります。 

 条例施行規則がありまして，その中で協議会委員の内訳については，４人，

４人，３人，４人と決めてあります。以内でありまして，先ほど定足数の確認

でも今日は１１人出席いただいているということがありましたけれども，現在

は１２人の方にお願いしているということになります。４人，４人，３人，４

人の比率を参考にしながら皆様方にお願いしているという状況にあります。法

的根拠としてはこういう状況にあるということになります。 

 これには書きませんでしたけれども，そもそも図書館協議会を図書館法の中

で規定しているのは，新しい日本国憲法が定められ，教育基本法が定められる

中で，次に社会教育法，図書館法，博物館法などができていきます。憲法を新

たに制定する中で，どのような社会を作っていくのかというのが今申しあげた

法律の１つの仕組みですけれども，その中で図書館法は昭和２５年に制定され

ています。その検討の過程の中で，図書館に対して民主的に意見を言う仕組み

が必要だろうという考え方があった中で，図書館協議会を置きましょうという

ようになったということです。ただ，地方の自治の考え方が憲法にもあります
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ように，それはあくまでもそれぞれの地域が，あるいは自治体が決めることだ

ということの中で，必置しなければいけないとはしなかったということで，そ

の自治体が必要と考えるのであれば，図書館協議会を置くことができるとされ

ているということです。 

 今日は公運審から杉山委員がいらっしゃっていますけれども，例えば公民館

運営審議会も基本的には同じ考え方かと思います。公民館運営審議会は，私の

知識が間違っていたら申し訳ないのですが，基本的に必置になっていて，それ

は日本の中で公民館という施設というか機関というか機能を作っていくときに，

そういうものが絶対必要だと当時は考えた結果，社会教育法の中でそのように

し，かつその権限もきちんと定めたということがある。ちょっと余計な話です

が，以上そういうことです。 

 次に，委託研究の資料ですけれども，この調査はどのように行われたかとい

うシートを事前にお配りするのを失念しており，今日，急きょ差し込みでお願

いしたところです。制作元が株式会社図書館流通センターとはなっております

けれども，左肩にありますように，文部科学省委託研究ということで，一昨年

度，文部科学省で生涯学習施策に関する調査・研究を行うというのを決めまし

て，平成２７年度に研究調査が行われました。それを図書館流通センターが受

託して調査を行ったということです。表題はこのとおりであります。 

 ９ページに相当するところで，調査方法ということで，各教育委員会に調査

依頼を行ったとなっております。図書館を設置する各市区町村教育委員会あて

にアンケート調査の依頼を郵送したと。教育委員会事務局へのものと図書館に

対してのものがあります。その結果，有効回答は２，４５６件であり，アンケ

ートを送付した自治体が１，３１５，図書館として対象にするものは

３，１７３と考えていたということなので，回答率としては７７パーセントで

あったとまとめられております。実は，これもここには書いていませんけれど

も，数え方が難しい話で，図書館とは何なのかという定義をどのようにしたか

というのは課題があって，後段にあります中央館，分館の区別はしませんでし

たということで，今，図書館協議会の話題の部分だけを抜き刷りしております

が，ほかにも４項目ぐらい調査しておりまして，それは各図書館を調査しない

といけないだろうということが背景にあったようです。といいますのは，調布
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の図書館のように，中央図書館，分館というようになって，１１で構成されて

いる図書館も実際ありますし，１つの自治体に複数あるところもそれぞれ図書

館ということで，別々にある自治体もありますので，そういうところの中で中

央館，分館という区別は実際はしなかったということです。 

 それで，２，４５６の有効回答で，図書館は３，１５３あるのだと考えてや

りましたというのが調査の母数というか，調査対象がこうなっているというこ

とになります。例えば，公民館に一緒にある図書室を図書館と考えている自治

体もありますし，実際に位置付けているところもありますし，そうでないとこ

ろもあったりするというのが一番分かりやすい例かなと思いますので，そんな

ことが調査の対象になっていたということです。 

 次に，４８ページ以降で，図書館協議会の設置の状況などが調査された結果

が述べられております。それを見ますと，望ましい基準に基づいた図書館運営

という大きなテーマ設定がある中で，図書館協議会の実態はどうなのかという

調査をしております。そうしますと，４９ページの上のほうの表，図書館協議

会の設置状況を見ますと，図書館法上の図書館協議会設置しているところが

６３．８パーセントありましたということです。 

 次の項目の類似協議会を設置しているというのは，実際には図書館運営協議

会と称して図書館法に基づいて図書館協議会を置きますと言っていない自治体

もあるので，まずそれが含まれること。それから，図書館協議会はないけれど

も，社会教育委員の会議や生涯学習審議会があるので，実際にはそちらに同じ

ような機能を持たせている自治体も含まれるという意味で類似協議会を設置し

ているという設問があったということです。どちらも置いていませんと答えて

いるところは２０．４パーセントという状況にあることが１つです。 

 次に，５０ページのところ，表４―１―３のところですけれども，設置して

いない理由は何なのかというところで見ますと，先ほど少し触れましたけれど

も，その役割をほかのところが行っているから設置しないのだとか，アンケー

トなどで市民，住民の意見を聞いているので設置しないのだということがあり

ます。 

 ５１ページの文章の中の３段落目，「今のところは図書館協議会の設置は任

意であり」というところでありますけれども，それを少し読み進んでいくと，
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「図書館協議会を持つという方向に政策を推進するならば，その運営費用や労

力を上回るメリット，および他の機関では代替不可能であるということを示さ

れる必要がある」という記述――これは分析に相当するかと思いますが――が

あります。これは研究調査を受けた者の認識として書かれているのだなと読み

ましたけれども，仮に設置するべきだと政策的，つまり必置の方向に持ってい

くのだとすれば，そのコストに見合う，あるいはそれを超える機能が必要だと

いうことを指摘しているのかなと少し思ったところです。 

 それから，５２ページを見ますと，設置単位，これも先ほど中央館，分館と

いう言い方が最初にありますよという話をしましたけれども，自治体によって

は図書館ごとに，あるいは何らかのグループごとに作っているところがあるの

ではないかということの中で設問があったようです。ですので，調布の場合は，

①の複数館に１つ設置ということかと思いますけれども，１つの館に対して１

つの図書館協議会を持っている自治体も１７パーセント強あるということがこ

の調査で分かったということです。分析のところを子細に見ておりませんけれ

ども，１つには，自治体合併で，もともと図書館がある自治体同士が合併した

場合に，その自治体に１個の審議会を置くのだと決めれば，それで移行させる

こともあるでしょうし，そうではなく，経過の中でそのまま引き続き行ってい

るということもあるでしょうし，これは想像ですが，そういうことは１つある

のかなと思います。 

 例えば，ちょっと古くなりますけれども，東京ですと，西東京市は田無と保

谷が合併しました。あのときに，それぞれ図書館もありますし，公民館も別々

にありましたけれども，それを１つにしていくのだというときに，特に図書館

協議会よりも公民館運営審議会を１つにするのだという議論でいろいろ議論を

呼んでいたことがこれを読んでよみがえったということを補足しておきたいと

思います。ですので，図書館の運営ごとに図書館協議会を置くのかどうかとい

う問題でもあるのかなと思っているところです。 

 次に進んで，５５ページですが，では，協議会の委員の人数，あるいはその

中のうち，公募委員はどのぐらいいるのかという調査をしています。委員はど

ういう方からかというところでは，先ほど学校教育，社会教育という区分から

というお話をしましたけれども，そうすると，校長先生，あるいは教育委員会
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の委員経験者という意味での教育関係者，あるいはＰＴＡなどの方とか議員の

方やら，地元の読み聞かせ活動をされている方とかということでされている様

子が見られたということです。また，公募委員もあるということです。 

 公募委員については，５６ページの中で触れられています。例えば，公募委

員がいないところが半数近くではありますけれども，１人，２人ぐらいが３０

パーセントということが結果としては出ているようです。 

 では，５８ページに行きますと，図書館協議会の人数の中でどのぐらいの公

募委員がいるかというのが，表４―３―３の中で表れていて，調布の事例でい

けば，１１～１３のところで公募委員を決めていないところが３９．５パーセ

ントであるけれども，全国的傾向として，例えば３９．０パーセントで１人，

２人ぐらいいらっしゃることがこれで分かるということになります。 

 次に，６０ページ，では，回数はどうなのかといいますと，３年分掲出して

もらっているようですけれども，調布の図書館の場合は４回以上に含まれると

思いますが，例えば２４年度であれば１０パーセント，２５年度も１０．２パ

ーセント，２６年度は１１．７パーセントとやや上がってきているということ

です。ゼロ回というのは，一定数あるということが分かります。たまたま何か

の都合で開催しなかったということなのだろうなと思いますけれども，一体ど

うことなのかなと素朴に思います。 

 次に，６２ページは委員の報酬です。図書館協議会に係る経費という面で調

べようと思ったときに，例えば事務局の経費は算出がなかなかできない。要す

るに，事務経費というのは分からないので，どれだけ人間がこれにかかわって

働いたかと単純に言ってしまえばそういうことですけれども，それはなかなか

計測できない。であれば，委員報酬はどのぐらいかということを聞いてみまし

ょうということの結果がこういう形をとっているようです。 

 ６４ページには，協議会内容をどのように公開しているか，ないしは公開し

ていないかということで，傍聴をさせているかいないかというところで，傍聴

は４割以上している。それから議事録，先ほど議事録の確認をいただきました

けれども，そういうことをやっている。それと，公開していないと言っている

ところ。あと，公開していないところも，要望があれば公開する。つまり，情

報公開請求があったら公開しますと言っているところもどうもあるようだとい
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うのが６５ページの文章中の説明にありました。 

 次に，６６ページで，協議会による改善事例の中で①，②，③，④ありまし

て，こういう改善があったということが回答としてあります。 

 先ほど経費と改善事例のもともとの背景が，この調査自体が望ましい基準に

基づく中での１つの取組というのがありまして，それは図書館活動をどのよう

に評価し，改善に結び付けていくかということの１つ方法として図書館協議会

がありますということは，いわゆる望ましい基準の中で示されているので，そ

れの実態を調べたかったというのがもともとの調査の背景にあるということ。

それから，自治体が図書館協議会を設置した場合にかかる経費について，国は

どう手当するのかということも調べなければいけないというもともとの背景が

あったためにこういう設問があります。 

 これを受けてかどうか子細は分かりませんけれども，調布市の場合は該当し

ていませんが，地方交付税交付金の算定基準の中に，今，図書館協議会に係る

経費というのが算定基準の中に入っているそうです。数字は分かりませんけれ

ども，図書館協議会を設置する場合，このぐらい経費がかかるので，国として

は地方交付税交付金の中で措置していますと一応なって，２９年度，今年度か

ら措置されている状況にありますので，それの１つの根拠にはなっているのか

なということになります。 

 地方交付税交付金自体は，調布市は不交付団体であり，交付される団体では

ありません。つまり図書館協議会があるのが国としては望ましい形だと思って

いる中で，その辺の経費については，本来は自前でやるのだけれども，財政的

に支援が必要なところは国が支援しますよというのは地方交付税交付金の考え

方ですので，図書館運営に係る経費は幾らで，そのうち図書館協議会に関して

幾らですと算定されていることが，もしかしたらこの調査を生かしたのかなと

思っております。後半は余計な話ですけれども，図書館協議会は全国的にどん

な状況にあるかということは見て取れる資料だと思いましたので，紹介してお

きたいと思います。 

 説明は以上です。 

 

○野末委員長  どうもありがとうございました。私たち協議会の委員として，



 

24 

図書館法及び調布市の条例及び施行規則にあるように，よりよい図書館にする

ために，我々が意見を述べるための仕組みとしてあるわけです。今回この議題

では，その協議会自体がどういう方向にあったらいいのかということを考えて

みようと。自分たちのことを自分自身で考えることになるわけですが，我々が

今は委員ですけれども，次の期，次の期と引き継いでいく中で，よりよい協議

会の在り方を考えていくことで，よりよい図書館の在り方につなげていこうと

いうことだと受け止めています。それに当たって，今回事務局が法令上の根拠

と全国的な状況のデータを御提示くださったということでございます。 

 どんなことからでも結構です。御意見でなくても，御質問からでも構いませ

んので，まずは皆さんから率直なところをお聞かせいただければと思いますが，

いかがでしょうか。感想でも構わないですが。では，大作委員，お願いします。 

 

○大作委員  この後，先に失礼しなければいけないこともあってお伺いした

いのですけれども，図書館からこの協議会に対して何か課題があってこういう

議題を上げていらっしゃるのか，その辺りの方向性といいますか，進め方がち

ょっとぼやっと分からないところがあるのですが，何かを変えたいから今議論

するのか……。 

 

○野末委員長  それは協議会自体をということですか。 

 

○大作委員  はい。今，進め方や，例えば前期であればまとめなども出しま

したけれども，進めている中で，何か図書館側からもう少しここをこのように

してほしいということがあって，今，私たちは考えなければならないのか，そ

の辺りをまず図書館から聞かせていただくのがいいのかなと。 

 

○野末委員長  お願いします。 

 

○小池館長  図書館協議会の在り方というのは，実は結構いろいろな自治体

の中で課題にはなっている様子があります。調布市においても，いろいろな審

議会等があるかと思うのですけれども，その中で現在，図書館協議会をやって
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いるわけです。前期までにいろいろ検討いただいたことの成果もありますが，

図書館としてもどのような持ち方をしていくのかということは，２０年たつと

ころで，改めて一回考えてもよろしいのではないかというのが素朴なところで，

前期の委員長の野末先生と相談する中で，どうでしょうかというお話をしたと

ころであります。もともとはそういうところです。 

 

○野末委員長  ちょっと補足すると，何か裏の意図があってどうこうしたい

とか，そういうことではなくて，前の期及び前々の期に，調布の図書館の在り

方自体をどうするかということを我々として意見を出してまとめました。その

ときに，今の委員の構成の在り方とか，協議の回数であるとか，集まってやる

という形式で今回進めてきたわけですけれども，例えば直接の公募の委員がい

ないところが実は多いのですが，調布市の場合はいなかったりとか，意見をど

う集約してくるかとかということもあって，意見を図書館に伝えていく仕組み

はどうなのだろうというのが何となくあったのです。それで，図書館事務局と

話をしているときに，そもそも協議会はどういう位置付けがいいのだろうかと

いうことが，話し合うことによって，よりよい図書館の在り方につなげる１つ

の側面だろうということもあって，では一度，そもそも協議会自体がどういう

形が望ましいのかということも意見交換してみたらどうかということです。で

すので，何か変えたいという意図があるというよりは，どうあるべきかという

ことを前の図書館の在り方と同じように，素朴なところ，率直なところを出し

合ってみたらどうかなということが背景にありますので，むしろ率直なところ

をお聞かせいただきたいと思っております。 

 

○大作委員  それでしたら，新しい委員の方はすごく分かりづらいのだろう

と思うのですが，私自身は前期を経験して，いろいろな質問やら疑問やらを投

げ掛けて答えていただいて，やり取りをしていく中で，自分も調布の図書館に

ついてよく分かっていったということはありました。 

 それで，委員の皆さんがいろいろな意見を挙げたことが，図書館の現場の職

員さんにどこまでどう伝わっているのかというのは知りたいなと思って一度発

言したこともあったかなと私は記憶しています。なので，言いっ放しで申し訳
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ないのですけれども，例えば今，年に４回ですが，それと別なのか，あるいは

その中の１回なのか，職員さんの中から係長の方，代表の方がいらしています

けれども，そうではなく，そこで持ち帰っていただいて，どんな話が出たとか，

若手の方からどんな意見が出たとか，そういった相互のやり取りがあると私は

いいなと思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。運営の仕方というか，そういった話

をぜひ伺っていければ。このデータにあるように，年４回というのは，実は回

数としては多いほうなのです。だから，２とか１とか，そもそもないところが

あります。かつ，諮問を出して，図書館からの諮問のテーマでしか話し合わな

い協議会もあるので，調布の場合には，来年度の計画がそうであるように，そ

の時々の調布の図書館のことも含めて自由に意見交換するし，全体の在り方み

たいなのもこの前みたいにまとめるしということで，全国的に見ると，かなり

活発に行われているほうだと個人的には受けとめているのですが，今あったよ

うに，例えば職員の方との懇談というか，確かにそういう機会がもう少しある

といいのかなと私もお話を伺って改めて思いました。たしか大作委員が前期に

おっしゃっていただいた意見だったと思います。ありがとうございました。 

     （大作委員退席） 

 松澤委員，お願いします。 

 

○松澤委員  私も前期もやりまして，２回目なのですけれども，実は前期初

めて来たときに，その前の話からの続きみたいな話が始まっているところがあ

って，館長からもその件について説明があったのです。皆さんの任期は 2 年間

で全員一緒ではないですか。教育委員さんは個人によってばらばらなのですけ

れども，全員が任期が一緒なのに，会議が 1 回目から始まらないのです。続き

から始まってしまうということについて，前の流れから入っていって，何で任

期が変わっているのに，途中から入ってきた，何かそんな感じかなと受けてし

まったのです。その辺を例えば８月末で９月からだとしたら，その後の会議は

１０月目を１回からして，２年を通してずっと１つのことについて話し合う。

皆さんの任期が終わったらその話が終わって，また次に行くという形にはでき
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ないものなのですか。今期の中でそれを調整するとかのほうが分かりやすいよ

うな気がするのですけれども，その辺はいかがですか。 

 

○野末委員長  私がお答えしていいのかどうか分からないのですが，第○期

とかあるのでしたっけ。今が１２期目で，その前が１１期で，１０期なのです。

松澤委員がおっしゃっていたのは，１０期でやっていたことが１１期で引き継

ぎみたいにつながっているみたいになったということですよね。それは多分，

本当は１０期のときにまとめみたいのを一応作ったのです。それを受けた話に

なっていたからそう見えたのかなと思うのです。一応切れ目ではあったのです。

前の日にあったものを受けて，それを見ながら話をしましょうとなったので，

多分そのように見えたところがあるのかなと思います。 

 

○松澤委員  会議の回数が…… 

 

○野末委員長  回数は確かに年度の切れ目ではないですね。 

 

○松澤委員  １回目から始まったほうが…… 

 

○野末委員長  では，お願いします。 

 

○小池館長  調布の図書館は去年で開館してから５０年たちましたという話

はしています。そのうち，最初の約３０年は図書館協議会はありませんでした。

いわゆる委託問題という取組があった中で，行政だけで，図書館の人だけで図

書館のことを考えるのではなく，市民が図書館運営なりにかかわるべきでしょ

う，そのための仕組みとして図書館協議会というのがあるのだ，だから図書館

協議会を設置したほうがいいでしょうという流れがあり，最初がたしかそうだ

ったと思いますけれども，１９９５年のときに，図書館がこの図書館に移って

くる段階で，図書館協議会を設置することが決まりました。 

 図書館の組織自体はずっと続いているわけですけれども，４月で市役所の仕

事は切り替わっていくわけです。これ，私の想像で申しあげているのですけれ
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ども，４月の時点で図書館協議会を発足させることはできなかった。つまり，

開館する準備があり，文化会館たづくりを作ることで，４月１日から文化会館

たづくりは存在し，図書館は１０月に開館しますので，それに向けての諸準備

をやる中で，恐らく９月がぎりぎりだったのではないかと。ここら辺は後でま

た確認していきたいと思いますが，そういうことの中で，年度の途中から始ま

るということが繰り返されて，期間は２年というのがどの審議会でもあったか

と思いますので，それで２年ごとに改選を繰り返してくると，８月が終わりで

９月がスタートということで，実際の会議は１０月に１回目を行うということ

がずっと続いてきているということがあろうかと思います。経過としてはそう

いうことがあるかと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。実は私も最初に委員をお引き受けし

たときに，松澤委員と同じ感想を持ちました。何で３回から始まるのだろうと

確かに思いましたけれども，第○期としては１回目だけれども，年度としては

３回目と確かにちょっとややこしいことにはなっているのです。始めた手前，

なかなか途中で変えるわけにもいかずということがあるのかもしれないです。

もしかすると，呼び方を第○期の○回目とすればもう少しすっきりするのかも

しれないですけれども。どうぞ。 

 

○松澤委員  それは，こちらの協議会のやり方として１０月を１回目とする

ということは，やろうとすればできるのですよね。 

 

○小池館長  例えば，市議会をどう呼ぶかといったときに，１月から１２月

までの間の考え方で１回，２回と数えていくようになっています。市役所の会

計年度は４月から３月までで，市議会は１月から１２月までの間で数を数えて

います。ですので，余り１月に市議会を開くことはありませんけれども，１月

に市議会を開くと，調布市の場合は，第１回臨時市議会と読んでいます。過去

にも見たことがあります。今度３月に開会する市議会は第１回調布市定例市議

会と呼ぶかと思います。通常であれば，次，６月にあるときには第２回という

ことで，平成３０年第１回，平成３０年第２回という呼び方をし，定例市議会
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は４回開くとたしか決まっているので，定例市議会は１，２，３，４とあり，

それ以外にやるときには，臨時会１，２，３と振っていくかと思います。 

 調布市教育委員会も同様で，平成３０年第１回調布市教育委員会と呼んでい

きますので，暦でいう１月から１２月までとずれるということは，実際にはあ

ります。ですので，今おっしゃったように，例えば期を中心にして，９月から

８月まで２年間で１つの期だとすれば，仮にその期の１回目を平成３０年第１

回を１０月に開催するとすれば，それをそう呼ぶことは可能だと思いますけれ

ども，ほかのそういうものとのずれに違和感を感じて受け止められてしまう可

能性もあるかなと。教育委員会や市議会は１，２，３という順番で呼んでいる

のに，図書館協議会は９月から１回，２回，３回と数えるとなると，平成３０

年に対するずれというのを違和感を持って受け止められてしまうのかなという

のはあります。そこはちょっと難しいのです。そうすると，第 1 期，第２期と

いったときに，いつだったのですかというのが分からなくなってしまうので。 

 

○野末委員長  例えば，今日だと平成２９年度の第４回ですけれども，たし

か括弧書きで，期ごとに第○期第○回というのを２年なら２年で，１，２，３，

４，５，６，７，８と数えているところもある。そうすると，我々協議会の委

員としては，まさにおっしゃるように，今，１２期の２回目です，全部で８回

ありますというのが確かに分かりやすいは分かりやすいです。ただ，市側とし

ては，２９年度第４回のほうが分かりやすいということだと思うので，併記す

るとか，そういう手はあるかなと今ちょっと受け止めましたけれども。 

 

○小池館長  年度という言い方と年という言い方が，日本の場合は３箇月ず

れてしまうので，そこが難しいところがあるかなと。私も文化審議会著作権分

科会委員をやっているのですが，任期が１年なのです。３月二十何日でまでが

任期になっていて，仮に次を任命されると，５月ぐらいに行うのですけれども，

そうすると，呼び方は何年などという言い方はしていないです。第○回という

言い方をしています。つまり，著作権分科会第三十何回とか４１回とか，スタ

ートからの数を数えていて，丸括弧して平成○年○月○日という書き方を記録

的にはしています。それは先ほど委員長がおっしゃったやり方の１つかもしれ
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ないです。 

 

○野末委員長  でも，我々全部で８回あって，今２回目に来ているとかとい

うことは確かに確認しながら進めたいところはあるかなとふと思いました。表

記の仕方を少し検討いただくという辺りで，松澤委員，どうですか。今，今期

の２回目です。全部で８回あります。 

 

○松澤委員  すみません，細か過ぎて。 

 

○野末委員長  でも，よく分かります。その８回の中で何か形にしていくも

のがあればまとめていくということだと思いますし，冒頭おっしゃっていたよ

うに，委員もちょっとずつ代わっていくので，今期はこのメンバーが少し入れ

替わってとなっていくので，もしかすると，２年の任期を意識するというのは

あるほうがいいかもしれないです。では，表記を御検討いただくという形でよ

ろしいですか。ありがとうございます。 

 補足しますと，期の話でいうと，今日この後，（４）その他のアで出てくる

のですけれども，前の期にやっていたのが調布市の図書館の在り方についてで，

これはその期で一応まとめて前はそういうまとめみたいなのはなかったのです。

ですので，１０期のときは一つ一つの項目について一回まとめをして，前の期

は在り方についてまとめをしてというように，ここ２回ほど，確かにまとめを

期ごとにしている。ただ，それを受けて次の期が話をするので，つながってい

る部分が，確かに松澤委員が冒頭おっしゃったようにあるということになった

のだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

○深沢委員  深沢です。よく分からないのですけれども，ここでどうして公

募委員の募集をなさらないのですか。 

 

○野末委員長  これは図書館長，お願いします。 
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○小池館長  それも検討課題かなと実は思っておりまして，多摩地域の館長

会で少し聞いてみたことがあります。公募委員はありますかと。そうすると，

半分ぐらいがどうもなさっているようですので，人数，割合は別にしても，や

っているところは１人からあるということです。 

 公募の仕方自体もいろいろありまして，一定期間応募していただくという方

法もあるし，不確かですけれども，三鷹市の場合は，ドイツのやり方で，裁判

員みたいなものです。一定の名簿の中から無作為抽出して，あなたどうですか

と言われて，引き受けるという人まで順番にやっていくというやり方をやって

いる。そうすると，その人の思いというか，意思とはある意味関係なく，ただ，

逆に言えば，参画するという意味では常に平等な感じが起こるということをな

さっているところもありますとは聞いています。ですので，今回お話の中で，

公募についても御意見を議論されるといいのかなと思います。 

 

○深沢委員  ここは傍聴者の質問などはできるのですか。 

 

○野末委員長  たしか議論には加わらない運用になっていると思います。傍

聴という形でいうと，どこもそのように運用しているのではないかと思います。 

 ちょっと堅い話でよろしいですか。今日，冒頭に配っていただいた条例の中

に，一番最後，「意見の聴取等」というのがあって，傍聴は認めることができ

る。それから，必要があれば，実際にこの場にどなたかに来ていただいて，そ

こで意見交換することができるという仕組みはあるのです。ですので，市民の

方に来ていただいて，実際にここに加わって話を伺ったりとかということもで

きますし，先ほど大作委員がおっしゃっていたように，職員の方とお話しする

機会を実際にこの場ですることもできる仕組みはちゃんとあるので，傍聴とい

う形ではできないのですけれども，仕組みとしては可能になっているかと思い

ます。 

 それから，公募がないというのは，推測ですけれども，調布の委員の区分が

４区分あるのですが，学校教育，社会教育，家庭教育と学識経験者から選びま

しょうと，国の図書館法の施行規則をそのまま使って条例を定めたので，その

枠が残っているということだと思います。ただ，調布の場合，その中で選び方
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を工夫していて，学校，社会，家庭と学識経験の幅をかなり緩やかに，余り固

く考えずに，少し広めにとらえて，なるべく市民の代表の方になるように，今

のところはうまく運用しているということです。ただ，いわゆる手を挙げる方

の公募は今のところはないので，それがあるほうがいいのかどうかということ

もここで御意見出していただければと思います。 

 ちなみに，私が知っている範囲だと公募でやっているところは公募して，作

文を書いたりとか，場合によっては面接があるところもあると聞いたことがあ

りますけれども，そういう形で２とか３とか１とかの市民の公募の委員を選ぶ

という自治体はあると思います。 

 いかがでしょうか。どうですか。松澤委員，どうぞ。 

 

○松澤委員  公募はいろいろなやり方があると思うのですけれども，例えば

市報で募集した場合に，なり手がいるのかどうか。公募しても結局人が来なか

った時のことも考えてやらなければならないと思うのです。 

 

○小池館長  安本委員，今のは発言したいのではないですか。 

 

○野末委員長  安本委員，何か。 

 

○安本委員  私も生涯学習では，最初は公募委員で応募いたしました。その

ときは生涯学習ということでやはり作文を書かなければいけなかったのですが，

今はどうしたいという細かい話ではなくて，そこの協議会は，１０年後，２０

年後にどんな調布になっていたらいいな，１０年後，２０年後に調布に住む人

がそこで学ぶ環境がどう整っていたらいいなという希望を話し合う場ですから，

もしそういう希望があれば，そこにまとめてくださいと係の方がおっしゃった

のです。ですから，ここでどういうことを話し合って，どういう目標がある協

議会なのかということを公募の中にある程度盛り込んで，それに共感してもら

える方が応募してくださればと思います。 

 

○野末委員長  いかがでしょうか。せっかく公募の話になっておりますので，
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公募について何か御意見はありますか。市民の方から声を伺う機会として，委

員として加わる形と，先ほどございましたように，傍聴ではないですけれども，

この場に来ていただいて，単発的にという言い方はよくないかもしれませんが，

意見をやり取りするという形とか，アンケートを実施するとか，多分いろいろ

なバリエーションがあるとは思うのです。公募の委員というのは，その中で一

番定例的に御意見を伺えるやり方だと思いますけれども。 

 これは，今日無理やり結論を出すとかそういうことでは決してないので，御

意見として伺えれば大丈夫なのですけれども，いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○菊池委員  結論的なことでなければ，社会教育委員で，社会教育計画を作

るときに公募をしたそうです。私はそのときに関係していなかったのですけれ

ども，かなりの市民の方が手を挙げまして，結構大人数になったので，各班別

みたいにして，いろいろな方が出ていらっしゃったので，得意な分野という感

じで何回も会議を重ねて，今ある社会教育計画の前段階のものができたのです。

とにかく大変だったという話で，次の私たちがかかわったときには，今いる社

会教育委員を中心にして，その中でも部会を作って検討したのを定例会に掛け

て，それをまた，さっき館長がおっしゃったように，教育委員会との関係があ

りますので，何回かそれを繰り返して，今の社会教育計画ができているという

状態で，呼び掛けをすれば，やってみたいと思う方も結構いらっしゃると思う

のです。 

 ただ，私も今回初めてですけれども，気持ちとしては一生懸命やろうという

気持ちで来ているのですが，それでも最初は勉強することばかりというか，知

らないことがかなり多くて，公募でいらした方も同じような形で，引き続いて

いる問題はかなり厳しいものがあるような気がするのです。このまとめにもあ

りましたけれども，人数が少ないところでは，何人かの人の意見が偏った意見

であっても通ってしまう。ただ，１０人以上であれば，いろいろな考え方の人

が集まって討議をした結果，最良と思われるものが残るような形になるのです

けれども，公募の方をどう生かせていけるかというのも１つ，人数が少ない中

では問題だと思います。単なるそういう意見ですけれども。 
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○野末委員長  ありがとうございます。社会教育委員にそういう経緯があっ

たのですね。今，部会とおっしゃっていましたか，作業部会みたいなものがあ

って，全体の会議が１個あるということですね。 

 

○菊池委員  ただ，そこで決めるのではなくて，そこでやったものを定例の

社会教育委員の会議に掛けて，その基本になるものを作る。 

 

○野末委員長  この協議会は，制度上，作業部会とかそういう仕組みは設け

ていないけれども，別にできなくはないですか。やろうと思えば作業部会みた

いなものを作って，そこにまた新たな委員とかに加わっていただくみたいなこ

ともできるのですか。どうなのですか。制度上は設けられていないので，何か

工夫しなければいけない。いろいろなやり方があると思いますので，今日は御

意見をたくさん出していただいてと思っています。 

 それから，先ほど松澤委員もおっしゃっていたように，初回のときはいろい

ろな言葉が飛び交いますし，確かに分からないことが多いかなとふと思いまし

たので，どうすればいいのですか。最初のレクチャーとかを図書館から行って

いただくとか，もしかするとあるかもしれませんね。どうぞ，お願いします。 

 

○佐藤委員  図書館協議会とは何をするところなのかというところからまず

よく分からないのです。送られてきた資料を見て分からない言葉をとにかく一

生懸命インターネットやら何やら調べて，この言葉はこういうことなのかとか

思ったりしました。それから，自分が一市民として，こういう制度があったら

いいなとか思うことがあったのですけれども，いただいてみた資料の中にいろ

いろなことが入っているのです。こんなにも実現してきていることがいっぱい

あるのだということが資料を見てやっと分かったという状態なのです。 

 だから，例えば具合が悪い人のところに宅配で届けてくれるとか，病院で入

院している人が図書を欲しいと言ったら，どこかに電話をするなり連絡すれば

そういうものが届くのかとか，そういう体制が少しずつできていると思うので

すけれども，利用者がどれほどそれを知っているかということになると，私が

知らないのか，多くの方のところにそれが行き渡っていないのか，そこはどう
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なのだろうと思ったことが１つです。だから，勉強会のようなことがあるとと

ても助かるなというのは１つありました。今回もいただいた資料を一生懸命読

んで出席するというのをまず課題にしてやっています。なので，そのぐらいで

これから頑張っていけるかなと思いますけれども，何かもうちょっと知る場所

があるといいなと思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。どうぞ。 

 

○福島副館長  後で報告があるのですけれども，利用者懇談会の場では，図

書館についていろいろな思いを聞かせていただくこともありますが，このとこ

ろ，このように便利なものがありますというお知らせをする場にもしています。

図書館のシステムが変わったら，調べ方はこうですよとか，レシートを見てど

うやって本を探すなどというのも，皆さんなかなか分かりにくいと迷っていら

っしゃる姿をよく見ていたので，今年度の利用者懇談会はそんなことでやった

のです。いろいろな図書館のことを知っていただく場としても利用者懇談会を

開いているのですが，そういうことの参考にもさせていただきたいので，たく

さん御意見をいただけたらいいなと思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。割と課題が出てきたかなと思います

ので，もしよろしければ，次回，引き続き協議会，あるいは市民とか利用者の

意見の集め方，図書館への反映の仕方，あるいは逆に図書館から市民への問い

掛けの仕方とか，市民と図書館のやり取りみたいな少し広目のテーマにして，

少し意見交換を続けていければなと思います。 

 今日，冒頭の事業計画のところで館長からもありましたけれども，市民とい

うか，利用者との協力とか協働みたいなものが，これから図書館にとっては絶

対に必要なところだと思いますので，そういう観点で協議会を中心に議題を続

けていければと思いますが，よろしいでしょうか。 

 改めて思ったのですが，今日気づいたのですけれども，協議会は委員長が招

集することになっていて，そういえば，確かに私の名前で皆さんのところに文

書が行っているということに改めて気づきましたので，そんなことで，招集す
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る立場として，今日のところはそのようにまとめさせていただければと思いま

す。ありがとうございました。 

 それでは，時間も迫ってまいりましたので，議題の３号を以上にさせていた

だいて，いったん議題第４号「その他」でまいりたいと思います。 

 まず１件目なのですけれども，アです。「調布市立図書館のあり方につい

て」（まとめ）というところなのですが，これについては，資料５をお配りさ

せていただきました。これは私の作業がおくれていることのおわびと今後につ

いての御了解をいただきたいということなのですが，これはそれこそ前の期で

す。第１１期のときに報告書を草稿という形でまとめたものがございまして，

その期の最後に委員長預かりということになっています。ですので，持ち回り

のような形で承認を取ることができるように一応なっております。そのことを

確認させていただいて，ただその最終的なところで幾つか御意見をいただいて

おります。それから，未完成のところがあったりもします。ですので，それを

私のほうで宿題として修正案を作成することになっていますので，それを来週

ぐらいに作業いたします。 

 その後に，皆様にも新しい方も含めて今期の委員の皆さん，中心になった前

の期の皆さん，事務局にも確認をいただいて，それから作業を分担していただ

いた安本委員と大作委員は今期もいらっしゃいますので，御確認いただいて，

皆さんから修正意見がさらにあれば修正して，最終案を作成して，皆さんにそ

れを最終確認していただいて確定する。預かっておきながら，皆さんにもう一

往復するお約束をした上で預かりましたので，ぜひそのようにさせていただけ

ればと思います。そのスケジュールで，年度は余り関係ないと言えば関係ない

のですが，何となく年度内に確定させて，すっきり次に行きたいなと思ってい

るのですが，このように進めさせていただいてよろしいでしょうか。一応預か

りなので，手続的には問題ないのですが，御了解を得ながら進めたいと思って

おります。本当は今日，修正案をお示しできればよかったのですが，すみませ

ん，申し訳ありません。 

 修正の内容は，今あるものを大きく変えるわけではなくて，その文言を追加

したりであるとか，図表を追加したりであるとか，項番を整理したりであると

か，そういった内容になりますので，今までの協議会の議事録等を基に修正し
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ていくことになります。 

 タイトルは未定になっておりましたが，あくまでも図書館側がではなくて，

協議会として考える図書館の在り方ということなので，どこかの見出しにあっ

たのですけれども，「私たちの考える調布市立図書館」という題目でできれば

いかなと思っております。最終的には，出来上がったところで皆さんに御確認

をいただいて，御意見をいただくものを取りまとめるということにさせていた

だきたいと思います。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。では，これについてはそのように進めて，前の期の

話でございますが，会議体としては一応継続しているものですから，このよう

にさせてください。ありがとうございました。 

 それでは，時間がなくなってきて申し訳ございません。議題第４号のイから

オについて進めたいと思います。では，イからオについては五十嵐係長から，

カについては返田係長から続けて御説明をお願いします。よろしくお願いしま

す。 

 

○五十嵐係長  奉仕係の五十嵐と申します。利用者懇談会について御報告い

たします。 

 図書館では，より役立つ魅力的な図書館にしていくために，毎年利用者懇談

会を実施しております。今年度は「半径８００メートルの幸せ～図書館を上手

に使うための本の探し方～」というテーマを設定して実施いたしました。「半

径８００メートルの幸せ」という言葉は，調布では図書館が１１館ございまし

て，図書館を中心に８００メールの円を描くと市域がほとんどカバーできるの

ですが，図書館協議会の中で，委員さんが「半径８００メートルの幸せ」とい

う言葉をおっしゃってくださり，この利用者懇談会のテーマの言葉とさせてい

ただきました。 

 昨年度，調布の図書館は５０周年を迎えまして，５０年積み上げてきたもの，

図書館のサービスを皆様と考えていく機会とさせていただきました。第１回は

平成２９年１１月１６日木曜日，文化会館たづくりで実施いたしました。参加

者は図書館利用者の方，９人の方でした。 
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 図書館を上手に使うための本の探し方につきましては，館内では書架に本が

どのように並んでいるかや，先ほどお話がありましたが，ぴゅー太という検索

の機械で検索して印刷ボタンを押すと，書名，出版年が書いてある資料確認票

というものが出てきます。その資料確認票でどうやって本を探したらいいのか，

探し方のポイントなどを御説明させていただきました。それぞれが何を示して

いるのか，どこに着目して本を探せばいいのかといったことを御説明させてい

ただいて，実際に中央図書館５階の映画資料室で資料確認票をそれぞれの方に

お渡しさせていただいて，本を探していただくというということを実施いたし

ました。その後，図書館長による昨年度の事業報告，それから今年度の事業計

画を説明させていただきまして，参加者の皆様から御意見，御要望をいただき

ました。 

 その中で印象的だったのが，６，７年前，調布市に引っ越してきて，仕事や

子育てで忙しくて，図書館を利用する機会がほとんどなかったのだけれども，

図書館がおもしろそうだなとずっと思っていて，今回，日程が合ったので参加

しましたとおっしゃってくださった方がいらっしゃいました。図書館っておも

しろそうだなと思ってくださったことです。また，映画資料室がとてもいいか

ら大いに宣伝したほうがいいとおっしゃってくださったことです。 

 参加人数９人で少ないのですけれども，図書館がその人の中でどのように利

用されているかとか，いろいろな形で図書館を利用してくださっていることが

分かりまして，私どももこれからいい図書館を作っていくという方向で非常に

参考になりましたことを御報告させていただきます。 

 第２回目は，１２月７日木曜日，宮の下分館で予定していたのですが，残念

ながら参加者が０人ということで，今回はそのような形になりましたことを御

報告させていただきます。 

 利用者懇談会につきましては以上になります。 

 続きまして，お手元の資料３を御覧いただけますでしょうか。第４６回樟ま

つりの御説明をさせていただきます。調布市立図書館は，調布市の生涯学習団

体・アカデミー愛とぴあと共催して，毎年２月に樟まつりを開催しております。

２月１日から２月２３日までになります。 

 資料を少し説明させていただくと，２月１日，文芸講演会，「新しい一茶」
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というテーマで，朝日歌壇の選者もされていらっしゃいます俳人の長谷川櫂さ

んにいらしていただきます。 

 ２月１４日は，詩人の高橋順子さん，「著書を語る 夫 車谷長吉」という

テーマで文芸講演会をしていただきます。 

 ２月２０日，文芸講演会，こちらは作家の荻原浩さんにいらしていただきま

して，「こうして小説を書いている」というテーマでお話しいただきます。荻

原浩さんは『海の見える理髪店』などを書いていらっしゃり，直木賞も受賞さ

れている方です。このフロアに読書推進室というところがあるのですけれども，

先ほどそちらでお話を聞きましたら，「荻原浩さん，来るんですってね，必ず

行きます」などというお電話やお問い合わせも来ているということでございま

した。 

 それから，２月２３日，名画鑑賞会は，「湯を沸かすほどの熱い愛」という

映画を上映します。 

 事前申し込み制ではございません。先着順となっていますので，ぜひ御参加

いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして，資料４，「図書館だより」になります。年４回発行させていた

だいております。こちらは平成２９年１２月２５日に発行いたしました。２ペ

ージ目を御覧ください。２４６号の特集は，毎年恒例の「私のすすめるこの一

冊」です。利用者の皆さんからお寄せただいたこの一冊の原稿を紹介させてい

ただいております。図書館の情報もいろいろ出ておりますので，御覧いただけ

ればと思います。 

 それから，平成２９年度東京都多摩地域公立図書館大会について御説明いた

します。こちらの開催要項等，委員の皆様にお送りさせていただいていたかと

思います。参加の御要望を募らせていただいたりしておりました。こちらも当

日直接会場へとなっていますので，御興味のあるテーマなどありましたら，直

接会場にいらっしゃっていただいて参加可能でございますので，よろしくお願

いいたします。 

 以上になります。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。返田係長，引き続きお願いいたし
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ます。 

 

○返田係長  返田でございます。本日，机上配付させていただきました「交

通ルールのブックリスト」というのがございます。こちら，調布の商店主さん

たちが中心に，今まで調布駅を中心に７回，まちゼミが開催されています。ま

ちゼミというのは，商店主さんたちが御自分の専門知識を無料で市民の方に小

さなゼミを開いてお伝えするというもので，今度初めて柴崎，つつじケ丘地域

で２月に開催されます。図書館では第２回のまちゼミからこういったブックリ

ストを作成しまして，まちゼミを行う店主さんたちの参考にしていただければ

ということでお渡ししています。今回も同じように，ブックリストを作りまし

て，店主さんたちにお配りさせていただいております。 

 今回２５のゼミがございます。ブックリストも２５種類作らせていただきま

した。これについては，５階でブックリストの展示をするのとともに，ホーム

ページでも紹介させていただいております。本日，まちゼミのチラシも御用意

させていただきましたので，もし御興味のある方，よろしければお帰りの際に

お持ちください。お友達の分も複数枚お持ちいただいて大丈夫です。足りなけ

れば，まだ５階で配付もしております。どうぞお時間ある方，５階にもお寄り

いただければと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  まちゼミと協力，とてもいいですよね。ありがとうございま

す。 

 それでは，御質問，御意見おありの方はお願いいたします。どこからでも結

構ですが，いかがでしょうか。よろしいですか。もし何かありましたら，直接

図書館にお尋ねいただいても大丈夫だと思いますので，そのようにさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 それでは，以上で議題第４号を終了いたしたいと思います。 

 以上で本日の議題がすべて終了です。委員の皆様からほかに何かございます

でしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは，事務局から連絡事項をお願いいたします。 
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○事務局（島田）  連絡事項等が３点ございます。 

 まず，次回の協議会の開催日程についてです。平成３０年度第１回目の開催

は５月２４日木曜日，たづくり９階の研修室で午後２時から４時ということで

予定しております。本日御出席の皆様，御都合がよろしければ決定したいと思

いますが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では，５月２４日に決定させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 次に，本日の議事録署名委員を指名させていただきます。名簿の記載の順番

で飯野委員，よろしくお願いいたします。 

 最後に，中央図書館で実施しております展示について，副館長の福島から御

案内がございます。 

 

○福島副館長  すみません，時間が過ぎたところですが，先ほど返田から５

階の展示の紹介がありましたが，中央図書館４階の入ってすぐのところに大き

な展示を２箇月ごとにしております。それが一昨日から変わりまして，「鉄道

と街並み～調布の車窓をゆく～」ということで，京王線が調布まで開通したこ

ろの写真から現在の写真まで，京王からお借りした貴重な写真，あと，調布市

で持っている郷土博物館提供の写真などを，初めてモニターを置いて３分ほど

のスライドショーで紹介し，本も置いております。２箇月の期間の中でスライ

ドショーの中身も一部変わりますので，何回か足をお運びいただけたらと思い

ます。 

 御案内でした。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。それでは，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した。手際が悪くて若干過

ぎてしまいましたが，申し訳ございませんでした。 

 それでは，これをもちまして，平成２９年度第４回，１２期としては２回目

の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―― 
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