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○事務局（緒方）  それでは，定刻となりましたので，平成３０年度第１回

調布市立図書館協議会を始めます。 

 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，４月１日付け人事異動に伴いまして，担当職員の変更がございまし

たので，御紹介させていただきます。 

 これまで事務局を担当しておりました佐藤に代わりまして，後任の鎮目でご

ざいます。 

 

○鎮目主査  よろしくお願いします。 

 

○事務局（緒方）  職員の変更でございますが，この４月に児童奉仕係が新

設となりまして，係長に着任いたしました上村でございます。 

 

○上村係長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  次に，調査支援係長の返田に代わりまして，海老澤でご

ざいます。 

 

○海老澤係長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ハンディキャップサービス係長の海老澤に代わりまして，

返田でございます。 

 

○返田係長  よろしくお願いいたします。 
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○事務局（緒方）  地域奉仕係長の斎木に代わりまして，後任の河内でござ

います。 

 

○河内係長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  私は庶務係長・島田の後任の緒方でございます。よろし

くお願いいたします。 

 なお，館長，副館長，奉仕係長及び資料係長の変更はございません。 

 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，本日は御多忙の中，今年度最初の図書館協議会にお集

まりいただき，ありがとうございます。本日は報告がたくさんありまして，昨

年度までの取組など御確認いただきながら，大きなテーマとしては図書館協議

会の今後のあり方についてお考えいただけたらと考えております。 

 先日，「調布市立図書館５０年の歩み」を送らせていただいたところです。

開館５０年という５０周年に合わせて，これまでの記録を再確認し，現時点で

の歩み，歴史をまとめたものであります。なるべく事実を記録することに努め

ながら，また，これまで図書館にかかわったさまざまな方の文章を寄せていた

だき，収載しました。５０年前に図書館をつくろうとした人たちの思い，考え

を集めることができたかと考えているところです。これでこれまで知られてい

なかったことも分かったということがあって，編さんには２年ぐらいかけてま

いりましたけれども，よかったなと思っているところです。 

 もう１つ，後ほども説明させていただきますけれども，図書館では利用が減

ってきているというところの中で，少し利用を増やす取組といたしまして，特

に子どもの新規登録を増やそうということで，シールラリーを今年のゴールデ

ンウイークのころから取り組んでおります。現段階で中間報告ではありますけ

れども，昨年５月の０歳から１２歳までの登録者が１３２人であったと。今年

は今日の昼前までの数字ではありますけれども，３７３人であるということで

す。倍以上の増加を見ることになっています。 

 新規登録者が増えるということは，これまで図書館を利用していなかった
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方々に図書館の存在をより身近に感じていただけ，利用していただけるものと

考えております。引き続き，こうした工夫を続けてまいりたいと考えておりま

す。 

 もう１つ，最近の図書館を取り巻く情勢というか話題として，これは国のレ

ベルではありますけれども，社会教育施設の所管のあり方についての検討とい

うのがあります。これは，今年の２月に中央教育審議会に対して，文部科学大

臣からの諮問があり，その中に，公民館，図書館，博物館などの社会教育施設

の所管のあり方についてがあるということです。 

 現在，図書館などは教育委員会が管理する教育機関として法的に位置づけら

れています。ただ，博物館など観光資源というような役割を期待されていると

ころも現実にはある中で，教育委員会ではなく市長部局――首長部局という言

い方をよくしますけれども，市長部局で管理する方がよりまちづくりに生かせ

るのではないかという考えがここ数年出てきており，それの具体的検討を今回

してほしいという内容かと思っています。 

 現在，結構急ピッチに検討は進んでいるようでありまして，近々答申がされ

るのでしょう。答申があれば，それを受けた形での法の改正が行われるという

ことです。調布市立図書館がこのことでどのような影響があるかはまだはっき

りとは申しあげられませんけれども，本日は話題として紹介しておきたいと思

います。 

 限られた時間ではありますけれども，本日もどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（緒方）  それでは，本日の資料の確認をお願いいたします。 

 本日の資料は事前に送付させていただいておりますもののほか，お手元に資

料の御用意をお願いいたします。 

 資料番号の付番はございませんが，「平成２９年度第４回調布市立図書館協

議会議事録（案）」。 

 次に，資料１「平成２９年度図書館事業報告」。 

 資料２「図書館利用状況報告」。 

 資料３「平成３０年度調布市立図書館事業計画」。 

 資料４「１年生にすすめる本２０１８」。 
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 資料５「子どものほん２０１８」。 

 資料６「調布市暮らしの道しるべ２０１８年版」。 

 資料７「調布市立図書館協議会報告書（議論のまとめ）」。 

 資料番号はございませんが，「調布市立図書館協議会の今後のあり方につい

て（論点メモ）」。こちらは議題５で使用いたします。 

 また，資料番号はございませんが，カラー刷りの冊子，「ＦＣ東京選手の私

のすすめるこの一冊２０１８」をお配りしております。 

 資料は以上となりますが，すべておそろいでしょうか。 

 よろしければ，それでは，野末委員長，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。今回が今年度第１回ということで

す。期は途中なのですけれども，気持ちも新たにいきたいと思います。個人的

な事情で大変恐縮なのですが，今日は私，この後，大学に戻って授業がありま

して，５限，６限です。終わると８時でございます。学生もなかなか頑張って

おりますが，実は７限という授業も本学にはありまして，７限が終わると９時

４０分という，世の中には大変頑張っている学生もいるということで，我々も

頑張ってまいりたいと思います。 

 それでは，ただいまから平成３０年度第１回調布市立図書館協議会を開催い

たします。 

 初めに，定足数の確認をいたします。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（緒方）  御報告いたします。枡委員におかれましては，欠席する

との御連絡を頂いております。つきましては，ただいまの時点で１０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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 いつもどおりですが，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。 

 御覧のとおり，非公開とする理由は特にないと思いますが，御異議ございま

せんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは，御異議ないものと認め，進めていきたい

と思います。 

 本日の傍聴者の定員ですが，いつもどおり５名とさせていただいております。

では，本日の傍聴希望者の有無について事務局からお願いします。 

 

○事務局（緒方）  御報告いたします。傍聴希望者の方，お１人いらっしゃ

います。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。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。事務局は議題第１号が終わりまし

たら御案内をお願いします。 

 では早速，議題第１号ですが，「平成２９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」です。こちらは先日，既に事務局から開催通知

と併せて我々送付を受けております。委員の皆様は既に御確認いただいている

かと思います。修正のお申出はございますか。よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では，修正はなしということで，署名により確定を

いたしたいと思います。事務局は署名の手続を進めてください。今回は菊池委

員，後で署名となつ印をお願いいたします。 

 それでは，傍聴希望者をお願いします。 

     （傍聴者入室） 

 それでは，続きまして，議題第２号に入っていきます。議題第２号は「平成

２９年度調布市立図書館事業報告について」です。こちらは館長から説明をお

願いいたします。 
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○小池館長  では，私から「平成２９年度図書館事業報告について」，報告

をさせていただきます。資料１をお願いいたします。 

 事業報告といたしまして，毎年このようなものを調整させていただいている

ところですけれども，その中から２９年度，例年とは違っていることについて

を中心に説明させていただきます。 

 めくっていただいて，１ページ，最後の方ですけれども，利用者懇談会のこ

とについて，この協議会でも何度か話題にさせていただいていたかと思います

が，調布の図書館の特徴はやはり身近なところに図書館があるということで，

「半径８００メートルのしあわせ」というタイトルで利用者懇談会を企画し，

開催させていただきました。 

 ２ページの２つ目の事業名のところにあるとおりの内容ではありますけれど

も，実際には参加者が多かったとは言えないところではありますが，文化会館

たづくりの中，また，宮の下分館の方で企画したところであります。ただ，残

念ながら宮の下分館で開催したところ，どなたも参加の申し込みもなく，当日

もいらっしゃらないということの中で，参加者ゼロ人であったという結果にな

っております。 

 次に，２ページのところにありますように，先ほどあいさつでも申しあげま

した５０年の歩みを発行しましたということです。御覧のとおり，かなり大部

なものになったこともあり，当初の予定よりは大きくなったという関係もあり，

発行部数が３６０部というかなり少ないものになっておりますので，本当に限

られた方への配布にとどまっているのが現状でありますけれども，これまで作

ってきた記録を再点検し，間違いについては訂正するという根気強い作業を担

当の方でしながら，また，図書館の開館にかかわった方，運営にかかわった方

から文章を頂きながら，作成ができたかなというところであります。 

 次に，４ページのところ，子ども関係の事業としまして，読み聞かせ交流会

を開催しました。これは御要望として，市内で読み聞かせの活動をされている

方々のお互いの情報交換といいましょうか，状況を知り合うことが大切なので

はないかというところの中で，図書館の方で呼び掛けをさせていただいて，い

ろいろな方に来ていただいたというところです。参加者としては１０人であっ
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たということであります。 

 同じ４ページの調査支援サービス関連事業のところにありますまちゼミ支援

ということで，これもここ数回定着してきているところではありますけれども，

まちゼミ自体の企画が調布駅周辺であったものから，少し離れて柴崎駅の近く

の商店街でもやってみようということになり，柴崎つつじケ丘のところでもや

るということになって，そこへの協力も引き続き行ったということ。また，暮

らしに役立つ法務ミニセミナーについても，夏休み企画ということになって，

周知の期間が少なかったということもありますし，日の選び方で１週間，ある

いはもっと早い方がよかったという意見もあったようですけれども，お子様を

中心に図書館がどうして動いているのかということなども説明させていただい

たという会になっております。 

 それから次，５ページのところですけれども，ハンディキャップサービス関

連の中で，知的障害者のための読書支援サポート講座を開催しました。こちら

は，大和大学・藤澤和子先生を中心にした研究の中で行ったわけですけれども，

東京周辺というか，関東では調布市立図書館で開催したということになってお

ります。いわゆる障害のある方の中でも知的障害の方にどのようにサービスを

するかというようなことを中心に３回連続講座ということで開催したものであ

ります。 

 あとは，７ページのところにかけてですけれども，各種講演会を行ったとい

うこと，それから８ページのところにありますように，施設関係としては，地

下書庫の集密書架の改修，また，富士見分館，若葉分館については，設備ない

しは外壁などの改修を行ったということになっております。 

 主な事業といたしましては，このようになりますので，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した。それでは，御意見，あるいは御質

問をお受けしたいと思います。御意見，御質問のおありの方は挙手でお知らせ

ください。いかがでしょうか。――では，口火を私から。こちらは（「調布市

立図書館５０年の歩み」）３６０部ということだったのですが，一般の市民の

方で御覧になりたい方はどこに行くと見ることができますか。お願いします。 
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○小池館長  基本的には調布の図書館での閲覧，それから都内の中心図書館

への配布は終わっているということで，都民であれば近くの図書館で請求とい

うか，案内していただければということにはなっております。一般の方という

意味では，そのぐらいかなというところであります。何分いろいろなところに

配りたいのですけれども，部数が今回は思いの外少なかったというところで，

現段階ではそういう状況にあります。 

 

○野末委員長  分かりました。ありがとうございます。少なくとも市内は図

書館に行けば全部そろっていてということですね。ありがとうございました。 

 ちなみに，ホームページで公開するとかという予定はあるのですか。 

 

○小池館長  現段階ではありません。 

 

○野末委員長  きっといろいろな権利問題がありそうな感じなので，分かり

ました。ありがとうございます。でも，せっかく，さっきも雑談していたので

すけれども，これはおもしろいのです。 

 

○安本委員  感動したと言っていたのです。 

 

○野末委員長  ものすごくおもしろいので，これは多くの方に目を向けてい

ただきたいと思って，御質問差し上げました。 

 ほかにいかがでしょうか。松澤さん，お願いします。 

 

○松澤委員  それに関連してお聞きしたいのですけれども，まずこれを作っ

たということはＰＲとかも別にしていないのですよね。 

 

○小池館長  ありますよという。 

 

○松澤委員  ええ。 
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○小池館長  できましたということは，この前の市報には載せました。あと

図書館のＰＲできるところでは載せてあります。 

 

○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。この黄色

い冊子ではない話題でも全然大丈夫なのですが。本当に調布の図書館がどうで

きているかよく分かっておもしろいので。深沢さん，どうぞ。 

 

○深沢委員  すみません，冊子のことではないのですけれども，３ページの

上，０・１・２歳児とその保護者へのおはなし会は隔月のところの図書館では

毎月してほしいとか希望はないのですか。 

 

○野末委員長  それでは，係が大きく変わったので，児童ですから上村さん

でいいですか。 

 

○上村係長  ありがとうございます。希望がないわけではなくて，会場等の

関係でそうだったのですが，毎月するように要望を受けて３１年度から検討し

ています。 

 

○深沢委員  おはなし会はとてもおもしろいので，多分楽しんでもらえると

思います。 

 

○上村係長  ありがとうございます。 

 

○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。館長，お

願いします。 

 

○小池館長  今の説明に補足をすると，ニーズはたくさんあるのは分かって

いて，それを実行するためのスタッフがあり，最初は中央図書館から始めると

いう中で，多くのスタッフがこれに携われるように実践を積んでくるというこ
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とも１つ課題がありました。 

 実行するという意味では，毎週行えるというところまでになってきていると

ころですけれども，今申しあげたような事情もある中で実施しているというと

ころではあります。 

 

○深沢委員  ありがとうございます。 

 

○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。――もし

なければ，私からまたよろしいですか。今年度特に新しく始められたのですよ

ね。読み聞かせの交流会とか知的障害者のための読書支援サポート講座とか何

と申しあげたらいいのか，どちらもとても重要な活動だと思っているのです。

さらっと一覧表で書いてあるのですけれども，調布の図書館でなさっているこ

ういう活動で実は非常に重要なものがたくさん盛り込まれていて，またそれが

さらにどんどん増えていると受けとめているのです。 

 特に知的障害者のサポートはバラエティーに富んでいるというのですか，人

によって本当に個別に違うので，かなり大変でなかなか対応しづらいところが

あるのですけれども，こういうきっかけでそういった理解が広がっていくとい

うのは非常に重要なので，ぜひこれはアピールをしていって，こういう取組が

どういうことだったかということを調布の市内だけではなくて，ほかの図書館

にもぜひどんどん発信していっていただけるといいのかなと感想を持ちました。 

 読み聞かせの交流会も，図書館は一人一人が来て本を読んで借りて帰る場所

ではなくて，そこで交流とか学び合いが生まれるというのは，これから非常に

重要だと思うのです。ですので，交流にいらした方がまた次にもう一回集まっ

て，勉強会ができたりサークルができたり，そういうものにしていくのにつな

がるきっかけになるような取組だと思うので，こういう交流会的なもの，勉強

会的なもの，読書会的なものがいろいろなテーマで増えていくといいなと思っ

ています。 

 以上が感想で，ここから先は提案というか，意見に近いのですが，先ほど利

用者懇談会のところが残念ながらゼロというのがあったと思うのです。本館は

９人だったのですけれども，そちらがゼロで，せっかくの機会なので，何か手
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はありませんか。多分来て意見を述べたらいいなと思っている方もいらっしゃ

ると思うし，それからちょっと言葉が悪いのですけれども，半ば別の目的，あ

るいは無理やりにでも集めて意見を聞くみたいなこともあっていいような気が

するのです。例えばなのですけれども，全くの思いつきなのですが，さっきシ

ールラリーを始められたと館長のお話にあったので，例えばシールを何枚か集

めたら，この懇談会に参加できますといったら来ますかね（笑声）。特典みた

いにしてしまう。そこに来ると，じろの大きなシールがもらえるとか何でもい

いのですけれども，もちろん図書館に興味がある方に来ていただいて，意見を

伺うというのはとても大事だと思うのですが，そこまでの興味がないかもしれ

ない方々というのも結構大事だと思うのです。ですので，子どもも含めて，積

極的とまでは言えないけれども，少し関心のある方々の意見を聞くような方策

があるといいなと思った次第です。 

 すみません，ちょっと突飛な，じろの例はとりあえず置いておいて，何かそ

ういう方策があるといいかなとちょっと思ったのです。五十嵐さんが振られて

います。 

 

○五十嵐係長  こちらは去年，「半径８００メートルのしあわせ」というテ

ーマで，図書館を上手に使うための本の探し方について，意外に，資料確認票

や詳細票をどうやって見たらいいか分からない，はて，本を探そうとしたらど

うしたらいいかという方が結構いらっしゃることが分かりまして，そういうテ

ーマで昨年やりました。 

 その前は，図書館は漫画資料を収集していますので，どのように収集してい

るかを第１部，第２部みたいな形で行いまして，今年度も図書館利用で御意見

がある方はもちろんですけれども，何かこちらからお伝えできるようなこと，

交流できるようなことがあればと今考えているところでございます。よろしか

ったら，こういうテーマがいいのではないかというのがありましたらご意見等

を頂けると有り難く思っております。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。皆さん，もし今この場で何かおあり

であれば。安本さん，どうぞ。 
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○安本委員  それこそ今回，参加者が少なかったというのは，もしかしたら

「半径８００メートルのしあわせ」って何だろうと。私たちはこれだけお話を

聞いているので，半径８００メートルに１つ図書館があるというのがどれだけ

貴重で，そして幸せなことかということが分かっていますけれども，背景の事

情を御存じない方は何のことだろうというように，ちょっとイメージしづらか

ったのかなということはタイトルから感じました。 

 そういう意味で，こんなことが分からないという声を集めたいということで

したら，例えば年に１回の利用者懇談会という場を待たずに，例えば図書館へ

のお手紙というように，こんなことが困ったというのが気軽に書けるような，

直接言わなくても，用紙の見方が分かりませんでしたとちょっとメモして，ポ

ストにでも入れていただけるような要望とかというとちょっと硬くなってしま

いますけれども，そこの中に例えば字を覚えたての子が図書館に来て楽しかっ

たというお手紙を書いてもいいよというような感じで，あちこちに置いていた

だけるといろいろな声が拾えるのではないかというのは感じました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，鍋山委員，どうぞ。 

 

○鍋山委員  ７ページを見ていただきたいのですが，公開講座の年間４回と

いうところの４番目に「『論語』の楽しみ方」の講師の先生の名前が違ってお

りまして，髙橋康浩先生なのです。なので，こちらは訂正をお願いしたいと思

います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。これは訂正していただくということ

で。安本委員の意見について，福島さん，どうぞ。 

 

○福島副館長   先ほどの安本委員から言われたお手紙を書いていた

だくというのは今も行っています。各館にポストを置いており，その中には

２８年度だと４５件ぐらい入れていただきました。この前も，ある分館で小学
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生の兄弟が，お兄ちゃんが自分が借りたい本がうまく見つけられなくて，分か

りにくかったというようなことを書いたけれども，下の男の子はとてもたくさ

ん本があってありがとうというように書いて入れてくださったりしました。ち

ょっと硬い用紙になっているので，御意見，御要望用紙となっているので，そ

こをまた「じろ」に登場してもらうとかして，工夫していきたいと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○安本委員  小学生が学年単位で見学にいらしていますけれども，その後の

感想などのフィードバックは学校から図書館に来ているのですか。 

 

○野末委員長  上村さん，お願いします。 

 

○上村係長  学校司書を通じて，このようだったというように伝えてくださ

る方もいますけれども，全体としては余り戻ってきていないです。むしろ多い

のは，２年生のまち探検といいまして，クラス全員ではないのですけれども，

市内の施設をいろいろ回る中で図書館を選んだ１０人ぐらいの子どもたちと保

護者というのは，必ずありがとうのお手紙をくれて，本がいっぱいあるので，

びっくりしましたとか，探す機械，やってみたいですというような感想をくだ

さっています。 

 

○安本委員  例えばなのですけれども，説明のためにワークシートか何かは

お配りになっていますか。 

 

○上村係長  そうです。 

 

○安本委員  そこの中に書いてねのコーナーを作ってしまうとか。それを返

却してもらうように無理無理書かせるとか――無理無理書かせるという言い方

はちょっとよくないですけれども。 
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○上村係長  ありがとうございます。書いてきてくれた子には御褒美シール

を差し上げるとかの言い方をします。ありがとうございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。菊池委員，どうぞ。 

 

○菊池委員  とても単純なことなのですけれども，例えば２回やって，２回

とも木曜日なのです。そういう配慮というか，私もどっちかに行こうと思った

ら両方木曜日だったというようなことがあるので，その辺もちょっと考慮して

いただきたい。 

 

○野末委員長  館長，どうぞ。 

 

○小池館長  利用者懇談会をいつ開催するかということはいつも話題になっ

て，夜にやったらいいとか土日がいいのではないかというお話があります。確

かに図書館の都合という方が結構強くあるのも実際であります。やはりお答え

する，お話をするといったときに図書館スタッフがいないとできないというと

ころの中で，結果として木曜日が中心になっていくことがここ数年です。 

 夜にやったこともありますし，あるいは土曜日にやったこともあるのですけ

れども，やはり１回であると，そこになかなか都合が合わないということの中

で，実際に人が増えるかと言えば，そういうこともない。ただ，今おっしゃっ

ていただいたように，１週間空けて同じ曜日であれば，少し近いからといって

も果たして来るのか来ないのかというのはなかなか分からないところではあり

ますけれども，やはり開催時期についてはその都度都度その年によって変える

ことも１つかもしれないと思います。ただ，開催するというのはなかなか難し

いところがありまして，そういう事情はあります。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○佐藤委員  すみません，質問なのですが，１１月に９人参加されているの

ですけれども，どういう方たちだったのか，ちょっと教えていただけますか。 
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○野末委員長  五十嵐さん，お願いします。 

 

○五十嵐係長  利用者懇談会もずっと気になっていたのだけれども，テーマ

を見て，何か楽しそうだなと興味を持たれて参加しましたと。図書館に親近感

というのですか，図書館には来たことはないのだけれども，いろいろな広報物

で楽しそうだなと思い参加しましたという方もいらっしゃいました。ＰＲ，そ

れからこういったことをやりましたという報告の方もホームページ，図書館だ

より等こういうことをやりましたという報告を地道にやっていき，重ねていく

ことも大事なのかなと思っております。 

 さっき館長も申しあげておりましたが，夜や，土曜日，火曜日にやったりと

いろいろやってまいりましたが，人数的にもなかなか難しいところがあります。

図書館は楽しいところなのだ，役に立つところなのだというのが浸透していく

ような会を続けていきたいと思っております。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。すみません，この話題ばかりになっ

てしまっているのですけれども，法務ミニセミナーの図書館の秘密というのは，

これはもしかすると，バックヤードに入れるとか，そういう特典がついている

のですか。返田さん，お願いします。 

 

○返田係長  昨年度担当しておりました返田です。この回のときにはバック

ヤードツアーは組まなかったのですけれども，バックヤードツアーではなく，

図書館は何でただで使えるのかとか，法的なところと絡めたお話を講師の方に

していただきまして，あと，図書館の背にはってあるラベルはどんな意味を持

っているのだろうとか，もしこれがなかったら本は探せるのかなといったとこ

ろからのお話を講師の方にしていただきました。 

 バックヤードツアーについては，これとは別に児童の担当とかも年に何回か

開催しております。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。何で伺ったかというと，利用者懇談
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会のときも利用者懇談会に来ると普段は入れない裏側に入れます，書庫に入れ

ます，貸出しの体験ができます，普段入れないところとかできないことだと行

ってみたい人がいるかなと思った次第でちょっと伺いました。ありがとうござ

います。五十嵐さん，どうぞ。 

 

○五十嵐係長  今年は特典ということも，考えていきたいと思います。 

 

○野末委員長  館長，お願いします。 

 

○小池館長  ちょっと読み取りにくくて申し訳ないのですけれども，この前

の利用者懇談会の中では，資料詳細票の見方や本の探し方を解説し，参加者は

実際に資料確認票を基に本を探したと書かせていただいているのです。図書館

で本を検索すると，本の所在が分かる，いわゆるレシートが出てくるのですが，

それを基に本を探すって，実は分かっていない方がいるかもしれないというの

で，ゲーム感覚ではありますけれども，ある部分だけをちょっと，狭いところ

ではありますが，そういう体験も前回はさせていただきました。 

 ただ，それを事前にＰＲできていなかったということはあるかと。別のペー

ジに事業として書かせていただいている６ページの図書館ボランティア説明会

でも同様のことを行ったと思うのですけれども，やはりそういうところも１つ

の方法として，今後取り組んでいってもいい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。図書館の使い方とか資料の探し方の

秘訣が分かるというのはお得感がかなりあると思うので，うまくアピールする

ような見出しにすると結構集まるのではないかという気がします。 

 ちなみに今，図書館のうまい活用の仕方というので，ふと思い出したのです

けれども，大学図書館でも脱出ゲームというのがはやっているのです。図書館

の資料をうまく探しながらなぞを解いて脱出するというのをやるのです。この

前，とうとう東京都立がそれをやりまして，私もちょっと行ってきたのですけ

れども，難しくて脱出できなかったのです（笑声）。でも，ここにこんな資料

があるのか，これはこうやって探すのだとか，レファレンスカウンターで尋ね
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るというのが全部入っているのです。そのように図書館をうまく活用していく

となぞが解けていくというので，やってきて非常におもしろかったです。 

 考えるのはかなり手間が掛かると思うのですが，事例があるので，外から参

考になるものを持ってきて，それの縮小バージョンみたいなものでやるとおも

しろいかなとふと思いました。図書館探検ツアーとか脱出ゲームとか名称は何

でもいいのですけれども。では，ほかにいかがですか。よろしいですか。鍋山

委員，どうぞ。 

 

○鍋山委員  教えていただきたいのですが，６ページのボランティアミーテ

ィング，全３回というところで，レクリエーションゲームやビブリオバトル，

このビブリオバトルはどういうものなのか教えていただきたいのです。 

 

○野末委員長  これはぶちねこのところにもありましたものね。では，館長，

お願いします。 

 

○小池館長  ビブリオバトルというのは，日本語でいうと書評合戦でしたか，

やり方としては，自分のほかの人に読んでもらいたい本を１冊持ってきて，こ

の本はこういう本でとてもおもしろいから読んでみましょうよという，単純に

言えば，そういう呼び掛けをする。小池さんのしゃべり方がおもしろかったか

らこの本をではなくて，紹介された内容を聞いて判断するというのがポイント

であるということで，これは京都大学の辺りから始まったというところの中で，

もう１０年ぐらいですか，取り組まれてきていて，全国的にはかなり広まって

きているかなというところ，全国大会も行われるような。 

 

○野末委員長  どうぞ。 

 

○福島副館長  レクリエーションゲームの方は先ほど言ったレシートで本を

探すということをやりました。 

 

○鍋山委員  ありがとうございます。 
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○野末委員長  ありがとうございます。今，こういうビブリオバトルもそう

ですけれども，図書館や資料を使った活動を結構いろいろなアイデアが出て，

実践されているのですよね。ですので，ぜひそういうものをうまく取り入れて

いただくといいかと思います。 

 ほかにいかがですか。よろしいですか。――では，もし何かありましたらま

た後で戻っていただいても結構ですので，いったん先に進ませていただきます。

ありがとうございました。 

 それでは，議題２号を終了いたしまして，議題３号に移りたいと思います。

議題第３号は「平成２９年度調布市立図書館利用状況報告について」です。こ

ちらも小池館長から御説明をお願いします。 

 

○小池館長  では，資料２をお願いいたします。図書館利用状況報告という

ことで，１年度通しの状況であります。最下段のところが▲があるとおりであ

りまして，前年比でいけば全体的に利用は減少しているということになります。

平成２４年度２９０万冊近くの貸出しまであったところではありますけれども，

現段階では２６０万冊を割り込んできたかなというのが貸出全体の状況でもあ

りますし，昨年度，この状況の中では，子どもの方の登録が少し増えたかなと

思っていたのですが，今回はちょっと残念ながら少なくなっているというとこ

ろであります。 

 先ほどあいさつの中でも申しあげたとおり，新規登録をどのようにして増や

すかというところが１つの課題かと思っておりまして，新規登録が増えると貸

出しが増えるという傾向は一昨年辺り少し見えたところもありますので，図書

館に関心を持っていただくことを地道ではあるかもしれませんけれども，引き

続き行っていきたいと考えております。 

 図書館の利用がなぜ減ったのかということの理由を問われることがよくある

のですけれども，１つにはやはり図書館を使わなくなっている人たちが増えて

いるのだろうというのがあります。では，なぜ図書館を使わないのかといった

ときに，図書館にある本に対する興味がずれてきているというところがあるの

かもしれないし，もう１つ，最近なるほどと思っているのは，図書館を使う時
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間がない。特に大人の人は，働いていると図書館に行って本を借りようという

時間がない。では，図書館の開館時間が延びれば使うのかといったときに，日

本人というか，少なくともこういう都会での人の生活時間がやはりちょっと変

わってきているのかなというところと，働いている人が働いていない時間に本

を読むのかというのも，正直，これはかなり厳しい指摘だと思うのですけれど

も，働いていて，図書館に行って本を借りて，あとはゆっくり過ごそうという

気持ちにならないという指摘も最近言われて，それは極端な話かもしれません

が，それよりほかのことで過ごすという人たちも増えてきているというのもも

しかすると影響しているのかなと最近ちょっと思ってきているところではあり

ます。 

 休日の過ごし方だとか，仕事が終わって帰ってきてから夜寝るまでの間に御

飯を食べてという生活時間をどう使っていくかということがもしかすると今す

ごく変わってきているかもしれないと思っているところであります。 

 いずれにしても，図書館としては図書館を利用する人がとにかく減ってきて

いるというのが現象的には続いているというところではあります。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，御意見，御質問をお受け

したいと思います。いかがでしょうか。松田委員，どうぞ。 

 

○松田委員  すみません，先ほどのと関連するのですけれども，シールラリ

ーを学校の子どもたち向けにということで，今年度は新たにシールラリー，も

し台紙などを学校に送っていただければ，例えば全員ではなくても４年生全員

にとかという形で配らせていただくとちょっと違うかなと。２年生とか，例え

ばまち探検に関連してみたいなことで，そうするとちょっといいかなと先ほど

思ったりしたのです。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○上村係長  ありがとうございます。実はこんなに好評とは思わず，毎週違
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うオリジナルのじろのシールがはれるのです。目的は新規登録を増やすという

のと，毎週変わるから継続的に利用してほしいということだったのですが，１

週目はいいのですが，２週目に来た子が１週目のシールがもらえないというの

で，ぼろぼろ泣いてしまったりいろいろあったので，復活ウイークということ

で，６月は来たら毎日どのシールももらえて，全部埋めて御褒美をもらえると

いう，これだけのことでこんなに喜んでくれるのかというのがありました。 

 ただ，新規登録を増やすといっても，ある自治体では，小学校にすべて登録

貸出申込書を配って，それでまだ作っていない人は作れみたいな感じで学校を

通してカードをというと登録率はものすごく上がると思うのですけれども，ち

ょっとそこは違うかなと思いました。今回やってみたところ，これで一番よか

ったと思うのは，ただ登録が増えたとか貸出しが増えたではなくて，カウンタ

ーでこれをきっかけに声を掛けて，それでお父さん，お母さんが赤ちゃんでも

作れるのですね，こんなちびちゃんでもいいのですかとか，あと，子どもの方

も僕の名前で作ってもらったというので，すごく喜んで，これまではお父さん，

お母さんに頼んで読みたい本を借りてもらっていたのが，自分が読みたい本を

自分のカードで借りるというのもすごくうれしそうだし，うれしそうな姿を見

て，親御さんもとてもにこにこしている。そういうコミュニケーションをとれ

たというのが一番うれしいと思います。 

 さらに，では，来年は２年生がよろしいでしょうか。考えていきたいと思い

ます。 

 

○松田委員  すごくかわいいから，大人もやってみたくなる。 

 

○上村係長  一応小学生以下なのですが，大人でやりたいと言われた場合に

はやってよいというように決めてあります。どうもありがとうございます。考

えてみようと思います。 

 

○松田委員  すみません，今立っていただいて，上村さんが長になった，組

織が今回編成が変わられたというのは何かいきさつというか，私どもにどうい

う影響，何かありますか。 
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○野末委員長  これは館長ですね。 

 

○小池館長  事業計画のところで報告かなと思っていたのですけれども，図

書館が仕事として何を取り組むのかということの中で，いわゆる児童サービス

に取り組まなければいけないという課題が大きくあるわけですが，ここ数年，

そのためには組織をきちんとしようということの中で，係にしようというよう

にしてきていました。 

 市役所の中の○○課を作るとか，○○課と○○課をくっつけて１つの課をな

くすとかいろいろやりますけれども，その中の１つとして，図書館の中に新し

く児童奉仕係というのを作るということが決まり，今年度に入ってからですが，

４月以降は児童奉仕係というのを係として位置付けることになったということ

です。その係長が上村ということになります。 

 では，去年までと何が違うのかといったときに，どうしてもこういう組織上

の話になってきて，細かいところでは，やはり仕事の分担がはっきりするとい

うことと，そこでの権限というのでしょうか。そういうものがはっきりしてく

るということが一番の効果かと思っております。このために人が増員されると

か，そういうことはありませんけれども，従来行ってきた取組の中に市役所と

して位置付けがさらにはっきりしたということの効果が一番大きいかと思って

おります。というわけで，４月からは児童奉仕係ができているということです。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。杉山さん，どうぞ。 

 

○杉山委員  この貸出点数の全体でみんな前年度よりも少ない，これはここ

数年来，毎年こういう傾向なのかなと。また，よく言われるのですけれども，

最近若い人は新聞をとらない。家庭でとらないで，その代わりスマホでその情

報は十分確保できるからスマホでいいではないかと。スマホでもやはり文字な

わけですよね。だから，決して若い人も老人も文字資料が面倒くさいというよ

りは，いろいろな媒体が増えたので，こういう傾向なのかなと。ただし，図書

館も厳しい言い方をすれば，やはりこれを増やす方向に手を打たないと，毎年



 

22 

ずっとこういう傾向なのでしょうか。その辺が何か手を打てないのかという気

はしていますが，いかがでしょうか。 

 

○野末委員長  館長，どうぞ。 

 

○小池館長  まず，減少傾向はここ５年ぐらいはこんな感じで毎年減り続け

ています。いっときは２９０万冊ぐらいの貸出しにいくかというところまでい

きました。それが今２６０万を切るという事態でありますので，全体でそのぐ

らい減っているということであります。 

 あとは，今おっしゃっていただいたように，どうやって情報を得ているかと

いったときに，テレビ，インターネット，テレビも家にないという人もいます

ので，新聞情報だとか，雑誌の情報だとかもいわゆるスマホ，タブレットのた

ぐいで手に入ってしまうというところが多くなってきているのも現実だと思い

ます。これは多分図書館だけの話ではなく，本が売れないという話も同様のこ

とかなと言われています。 

 ただ，活字というか文字に触れる機会はいっときよりは逆に増えているであ

ろうと。危ないですけれども，歩きながらでも見られるというところの中で，

歩きながら本を読む人は余りいないですが，そういうところは軽く増えていっ

てしまうというところの中で，まさにおっしゃっているとおり，入手する方法

が変わってきている。チャンネルといってもいいのかもしれないですけれども，

それが実際のところだと思います。そこに合わせた利用というのは，本来ある

べき姿でしょうから，貸出しの数を増やすというよりは，どのようにしたら，

チャンネルに図書館がかかわっていけるかという視点はあるのかなと思ってい

ます。 

 ただ，なかなか難しいのは，例えば前回も話題があったかもしれませんけれ

ども，電子書籍の話になってくると，利害関係もあり，図書館でという話には

なかなかならないとなってくると，そこもやはり難しい話なのだろうというと

ころの中で，一番大事なことはやはり情報をきちんと手に入れられる仕組みを

確保し続けるということが図書館としてはあるということと，それから，読書

するというか，本を読むということをできるように訓練といったら失礼かもし
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れませんけれども，小さいときから文字を読むということをやっていける環境

を図書館もかかわって努めていかなければいけないのかなと。これからはやは

りそこに力を入れていかなければいけない時代に来てしまっているという感じ

が今しているところです。貸出しの量の問題ではなく，中身の問題にどのよう

にかかわっていくかというのがとても大事なのかなと思っています。 

 

○杉山委員  分かりました。ありがとうございます。 

 

○野末委員長  ちなみに，１人当たりの貸出点数も減っているのですか。 

 

○小池館長  市民１人当たりですか。 

 

○野末委員長  そうです。 

 

○小池館長  人口は増えているので，貸出しが減っていますから，１人当た

りは減っていると。コンマ幾つみたいな感じでは落ちています。 

 

○野末委員長  登録者で見てもやはり１人当たりは減っている傾向ですか。 

 

○小池館長  登録者はそんなに変わらない，このように減少はしていますけ

れども，全体的に大きく１万とかという単位で落ちているわけではないので，

２年に一遍の更新を経ているという前提でいくと，そんなに大きな変動はして

いないと思いますので，母数はそんなに変わらない。ただ，上が減ってきてい

ると，１人当たりが逆に言えば増えるということになるのですかね。 

 

○野末委員長  そうすると，借りる人は借りる，使う人は使うけれどもとい

うことですね。分かりました。 

 

○小池館長  今おっしゃったように，使う人は使う，使わない人は使わない

という二極化といいましょうか，その傾向がもしかしたらあるのではないか。
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図書館が使えるということはとても大事なことだとどのようにして伝えていく

か。先ほどシールラリーの話もありましたけれども，本を自分で借りるという

喜びみたいなものが，子どもというか，人間の成長の中でどこかで味わうとい

うか感じると，もしかすると，その喜びみたいなものが続いていくのかもしれ

ないです。あと，やはり学校との関係もあるかもしれませんけれども，みずか

ら考える力を持つ，来年からでしたか，新しい指導要領では，まさにそれをさ

らに進めようという話になってきているので，そのためのバックアップという

か，かかわっていくことは，これからやはり大事なのだろうなと。そういう力

が大事だということを教育の中でしっかりやるところに，では，市立図書館に

も行ってみようというように，学校図書館もそうだし，市立図書館でも情報を

得るとか，考える材料を得るとか，それからみんなでしゃべって，いろいろな

考え方を交換していくということが大事なのだろうなと。図書館はどっちかと

言えば，そういう意味での考える材料を提供する場として位置付けていけばい

いかなと思っています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。調布市は来年からある学年に全員ス

タンプラリーが届くので（笑声），全員が市立図書館の体験をすることになる

ということです。 

 

○松田委員  ３年生は全員しているのですけれども，さらに…… 

 

○野末委員長  １回行ってということですよね。 

 

○松田委員  ３年生と５年生は調べ学習のハンドブックとか１年生はこうい

うもの（「１年生にすすめる本」）を頂くので，その間を縫って，では２年生

はこれとか。 

 

○野末委員長  習慣は大事ですからね。どうぞ。 

 

○佐藤委員  私は図書館を時々利用させていただくのですが，借りることよ
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り来て調べ物をして，ちょっと１時間とか２時間いて帰るということの方が多

いなと今思い返すと思うのです。だから，そういう利用というのはたくさんあ

るのではないかと思うのです。そういうものがどのように図書館の利用状況と

いうところに反映されてくるのか。借りていかなければ，図書館を利用してい

ないみたいになったら，ちょっと違うかなという気はすごくするのです。 

 よその図書館に行ったときに，１０代の子どもたち専用というガラス張りの

コーナーがありまして，そこで子どもたちが宿題をやっているのか，何か研究

をしているのか分かりませんけれども，声が漏れてこないので，にぎやかには

していなかったですが，少しずつ話し合いもしながらやっていたのです。だか

ら，そういう利用もあると思いますし，すごく今広く図書館は活用されている

ので，何か全体的に見る視点というのも必要かなという感じは受けます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。来館者数はとっているのでしたか。 

 

○福島副館長  中央図書館はとっています。 

 

○小池館長  いわゆる入室した数というのは機械計数ですけれどもしていて，

それは出入りした数ですが，今おっしゃっていただいたような閲覧者の数とい

うのは，正直数えることはしていません。ある研究では，１時間か半日に一遍，

こうやってカチャカチャッととっていけば，大体分かる。本を読んでいるのか，

ただ座っているのかも含め，その中で明らかに本の前にいる，あるいは本を開

いている人の数とただいるだけというか，それ以外の人の数を数えていって，

統計学的には入館者数とそれを比較していけば，そんなには誤差は出ないとい

う研究もあるので，やるとすれば，２つの計測の仕方の中から閲覧者数という

のが出せるのだろうと思っていますけれども，そういう調査はやったことはな

いです。 

 あと分館の場合は，計数できていないので，よく言うのが１００円ショップ

辺りでカチャカチャッと数えるカウンターが売っているからそれでやればいい

んじゃないという人もいたりするので，そういうやり方もする中で，大雑把か

もしれないけれども，そういうことのとらえ方というのも１つあるのかなと。 
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 結局，図書館活動をどのように可視化するかというか，計数できるものは何

なのかというのを考えていったときに，一番簡単なのは，借りた回数ですよね。

何回借りてもらったか，それと何冊借りてもらったかという，その回数を一番

伝統的に持っているだけで，そこで何をしているかという調査は実はなかなか

調べられていない。数える方法が確立していないという感じです。カチャカチ

ャッとやるのが一番だと思うのですけれども。 

 

○福島副館長  実際には本当に多いと思います。ずっと使っていますという

方が何かで本を借りようと思うと，もうカードの有効期限が切れている。持ち

歩いてくださっていたにもかかわらず，データがない，もう何年も借りていな

かった。でも，私は月に何回も図書館に来ていますという方も年に何回もお会

いするので，本当に多いだろうなと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。大作さん，どうぞ。 

 

○大作委員  同じような考えを持っていて，図書館活動を評価するときに，

貸出数とか予約数だとか，あと，事業報告のようなこういった行事や読書会を

しましたというのがセットになって図書館の活動は見ていくことができると思

うのですけれども，調べ物で図書館を利用するときに調布は司書の配置率が７

割を超えていて，レファレンスカウンターがあってというところで，レファレ

ンスの記録はとられているのではないかと思うのです。うちの学校でもレファ

レンスの記録をとっていて，年間で何百件でこんな相談があり，こういう資料

を提供しましたというのを全部活動報告でするのですけれども，レファレンス

の記録というのもこの中の１つの指標になってもいいのではないかと私自身は

思うので，分かりやすい数字ということはあると思うのですが，もう少し図書

館活動の中身が見えるという意味で，ひとつレファレンスの記録を有効に活用

できたらどうかという意見を持ちました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。図書館の評価はどのぐらいですか，

１５年ぐらい前ですかね。パフォーマンス指標とかができて，いろいろな計り
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方があるのだということは言われているのですが，レファレンスとか貸出しと

か数字がある程度あるものはまだいけるのですけれども，それ以外のものをど

う評価するかはなかなか難しいので，先ほど館長がカチャカチャと言っていま

したが，館内を歩いて，あの人は本を読んでいる，この人は寝ているとかと数

えて回るのもなかなか大変なので，図書館の中でというわけではなくて，一度

図書館の評価ということについても考えてみてもいいテーマかと思います。今

２人から御提案いただいたことも含めて思います。 

 多分，実際にやるときは，図書館の中だけだと少し大変だと思いますので，

外部の機関であるとか，先生方であるとか，そういったところと協力する形で

やるのも１つの手かなと思います。たしか調布は昔やりましたよね。あれは利

用者アンケートでしたか。 

 

○小池館長  過去に意識調査をやったのは，この図書館を準備するときに市

民意識調査をやって，それから地域情報化事業ということで，平成１５年に，

これも市民意識調査で地域情報化の視点から見た図書館利用ということで，い

わゆる市民意識調査を実施したのが大きくあります。 

 あとは来館者からアンケートをとるとか，それから七市連携の事業をやるた

めに調査会社が入って，来館者の意識調査をやったことがあります。公式にや

ったのは，そういうきちんとした調査をやったのは，多分ここ２０～３０年の

間では３回ぐらいかなと思います。そんなところです。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。少し大きなテーマにつながりそうな

話が出たところで，もしよろしければ先に進みたいと思いますが，いかがでし

ょうか，よろしいですか。――ありがとうございます。 

 それでは，議題第３号を以上にいたしまして，議題第４号に移ります。「平

成３０年度調布市立図書館事業計画について」です。こちらは先ほど館長から

もお話があったことと少し関連すると思いますが，改めて御説明をお願いしま

す。 

 

○小池館長  では，資料３で説明したいと思います。前回，１月の会のとき
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にこれの案ということで御覧いただいたかと思います。基本的な内容は変わっ

ておりません。ちょっとここには書いていませんけれども，先ほど説明させて

いただいた児童奉仕係を新設したということが大きくあり，一層児童サービス

という部分を充実させようということになります。 

 あともう１つ，子ども読書活動推進計画，調布市の場合は今度第３次を策定

しようとなっているわけですけれども，それは当初の予定では昨年度に策定し

ようと思ったところですが，いろいろな御意見というか考え方を頂けた中で，

今年度しっかりまた考えていこうということになっています。ポイントはやは

り学校図書館の位置付けをしっかりしなければいけないと今は考えていて，そ

こを中心に再検討していくというところがあります。 

 あと，事業として，予算が大きくかかわるものは佐須分館のエレベーターの

改修です。一番最後のページに入れてありますけれども，こちらを早々に着手

しなければいけないことになっているということです。 

 そういうところで，説明は以上にいたします。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。それでは，御意見，御質問をお受

けしたいと思います。いかがでしょうか。お願いします。 

 

○佐藤委員  先ほど館長さんがお話しくださったのですが，児童奉仕係の設

置というのがもう一つよく分からないのですが，教えていただけますか。 

 

○野末委員長  お願いします。 

 

○小池館長  この資料でいくと２ページのところに児童サービスの充実と書

かれています。これは書き方としては，例年余り変わらないところではあるの

ですけれども，こういういろいろな活動を図るに当たって，図書館の組織の中

でそういうことを今までもやってきてはいるのですが，係長を配置する中で，

仕事の進め方が組織としてより進めやすくなると考えて，そういう係を新しく

作ったということです。 

 仕事の中身自体は，従来やってきたことと大きく変わるわけではないのです
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けれども，硬く言ってしまえば，館長以下組織の中で，児童奉仕係はこのこと

について特にやりますというような，今まで奉仕係の中の児童奉仕担当という

ことで位置付けてきたところが，担当から係になることで，より進めやすいと

いう，意識の問題と言われればそうかもしれませんが，そういうところが大き

な効果としてあるかなと思っています。 

 どうしても組織ですので，これは専らですよというものが固まってくると，

役割分担がはっきりしてくるものなので，そういうところを今回は強くやって

いきたいというところがあります。 

 

○福島副館長  少し補足をしてもいいですか。この児童奉仕係を設置すると

いうのは，去年言って今年できたというものではなくて，もう大分前から図書

館としては係を１つ作りたいということは言い続けてきたところであったので

す。市役所全体としては組織はなるべく簡素に，スリムにという動きもある中

で，奉仕係の中の担当というので今まで動かしてきましたが，最終的に作りま

しょうという話になったとき，話し合いをして決めたというわけではなく，希

望を出していたのが通るという形だったのですけれども，図書館協議会でも去

年も報告させていただきましたが，議会の質問など市議さんから出るのも，子

どもの読書のことというのがすごくよく聞かれます。関心が高い，あるいは子

ども読書活動推進計画を改定していくなどという大きな事業，子ども読書活動

推進計画は，図書館の何をするかという計画ではなく，調布市として，どう取

り組むかというところなので，学校や学童やいろいろな子どもたちの場で読書

をどう推進していくかという計画を立てていくということを今取り組んでいる

中でも，市役所全体として児童奉仕，児童サービスをきちんと見える形で係を

設置した方がいいだろうという判断に至ったのかなと思っています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。この中身の話というよりはなのです

けれども，先ほどお二方から館内利用の話とレファレンスサービスの件数の話

があったのですが，先ほどは報告で，つまりこのような活動をしましたという

ことで，これが計画ですよね。今の児童奉仕係の話もそうなのですけれども，

やはり活動の報告があって，こういうところはこのように直した方がいいので
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はないかとかということが出てくるわけですよね。つまり館内の利用が増えて

いるから，もう少しこういうサービスをした方がいいのではないか，レファレ

ンスサービスはこういう質問が多いので，もう少しこうしたらいいのではない

かという，いわゆる評価の部分ですよね。それが改善につながって，次年度や

次々年度，あるいはもう少し大きな計画の改善につながるという，いわゆるＰ

ＤＣＡと呼ばれるサイクルになっているわけですよね。そう考えると，調布は

とても優れた活動をしているので，評価の部分というのですか，この活動の報

告をこのように評価をして，それがこのように次の年の，あるいはその次の年

の計画につながった。あるいはよりよくなった，改善すべきところをしたとい

うようなところがもう少し見えるといいなと今ふと思いました。 

 そういうわけで，児童奉仕係は議員さんからの質問とかというところでニー

ズが増えているので対応していったということですから，せっかくだからアピ

ールも含めて，そういうものがあるといいなと思ったのです。 

 何を申しあげたいかというと，今年度はもちろんこれなのですが，何か事業

計画のどこかに先ほどの評価ではないのですけれども，少し評価をする活動が，

ここに入るべきなのかどうか分からないのですが，何かそういうものがちょっ

と事業化されるか，予算化されるかというのが，来年でも再来年でも構わない

のですが，ちょっとあるといいかなと今ふと思いました。 

 先ほどの館内の利用状況とかというのを確認してみると，もしかすると，▲

で貸出冊数は減っていますけれども，実は減りを補うようなサービスが館内で

提供されているということかもしれないですし，何かその辺りを確認できるよ

うにもなるのではないかと思いました。これは今思って提案したことなので，

御検討いただければと思います。館長，どうぞ。 

 

○小池館長  市役所としては，いわゆるＰＤＣＡという話は，事務事業評価，

それから施策評価に取り組んでいて，４月に入ると事務事業評価と施策評価を

始めていきます。７月の時点で前年度何をしたかということを一つ一つの事業

について確認し，自己点検ではありますけれども，それを何らかの大きなくく

りの施策として見ていて，７月の段階で市役所として評価をするということに

なっています。それを毎年繰り返してきていて，こういう事業計画を立てると
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きにもそれを意識しながら，どうしても計画を立てるときはまだ事業実施中な

ので，そんな細かいことの評価はできないのですけれども，その枠組みの中で

予算を決めるところでもうある程度意識をして，文書化するのがこの事業計画

というところかと思っていて，計画，報告，評価というところがどうしても数

箇月ずれながら回り続けるのは，年度単位で仕事をする，あるいは何か期を決

めてやる以上は，ある意味仕方がない部分かなと思っています。 

 今おっしゃっていただいたような評価という部分について，結構大きなテー

マだと思いますので，逆に後ほどの話題になりますけれども，協議会の役割み

たいなところに１つ入ってきてもいいのかなとは思うところです。 

 前，何回かは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

び評価ですけれども，点検・評価というものについて，１回目か２回目のとき

には，協議会のちょうどいいタイミングでしたので，報告をさせていただいて，

御意見を頂いて，それを点検・評価の方に反映させるという仕組みをとったこ

ともあります。場合によっては，次回，７月を予定していますけれども，そこ

ではもしかすると報告のレベルかもしれませんが，そこら辺でどういう点検・

評価をやっているかというのも見ていただくのも１つかもしれない。 

 ただ，教育委員会点検・評価が，１回目にやったときには，事務事業評価と

同じぐらい，市全体で８００を超える点検・評価があるので，その中の図書館

にかかわることだけでも１２でしたか。そのぐらいの事務事業があるというま

とめをして評価をしていたのですけれども，それはさすがに細か過ぎるだろう

という反省があって，今，点検・評価は施策レベルみたいな，もうちょっと大

きなつかみの中で行うようになってきているので，見ていただくとしても，ち

ょっと大雑把になっているように見えるかもしれませんけれども，そういうこ

とで協議会がかかわってくるということもあるかと思っています。以前は時々

入れさせてもらったことがあったかなと思っています。 

 

○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。松澤さん，

どうぞ。 

 

○松澤委員  ちょっとお聞きしたいのですが，今の評価とかのことなのです
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けれども，よく評議員さんがいらっしゃるではないですか。図書館の評議員さ

んとかはないのですか。それかどこかほかの組織が図書館のことも評議する，

そういう会があるとかというのは別にあるわけではないのですか。 

 

○野末委員長  どうぞ，館長。 

 

○小池館長  今おっしゃっていただいた評議員というのは，学校評議員みた

いな。 

 

○松澤委員  ほかの団体でも評議員さんがあったり。 

 

○小池館長  例えば財団も評議員制をとっているかと思いますけれども，市

役所の仕事の中で，評議員に相当するものが何なのかとしたときには，１つに

は市議会がある。それから図書館は教育委員会の機関であるので，教育委員会

が評議会みたいなものと，もう１つ，図書館に直接かかわるのは，まさに図書

館協議会が評議員という仕組みとはちょっとずれるかもしれませんけれども，

館長の諮問に応じ，サービスに関する意見を述べる機関とされているところか

らすれば，評議会に準じているかなというところがあります。あと，今日も参

加いただいていますが，社会教育委員も社会教育委員の会議という立場の中で

いろいろ御議論いただいて，例えば事業計画を作ったときには，社会教育委員

の会議の場でも説明させていただいてというようなことは行っていて，会社と

いうか，公益法人的なところの評議員会とはちょっと違うけれども，一種の経

営に関することについて意見を述べたりする権限を持っているという意味では，

教育委員会や図書館協議会が図書館に一番直接かかわるかなと。予算に関して

は市議会になりますけれども。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ちょっと補足をしますと，これは結

構，自治体によっていろいろあって，さっきの事務事業評価のレベルですと事

務事業評価の中の図書館の部分を外部の専門家に頼んで評価してもらったり，

私も幾つかの自治体に依頼されて手伝ったことは何回かあるのですけれども，
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そういうケースもあるにはあります。 

 ただ，調布の場合には協議会が割としっかりしているので，事務事業評価は

さっき館長がおっしゃったように，少し大きな政策レベルでやるので，我々が

ここでまさに議論しているような，少し具体的なサービスのレベルではこうい

うところで意見を述べていくという仕組みが調布の場合は働いているという気

はします。 

 ほかにいかがでしょうか。安本さん，どうぞ。 

 

○安本委員  先ほど野末委員長がおっしゃって，改めて見て気づいたことな

のですけれども，事業報告と計画を比べてみて，どのように生かされているか

評価して，そして次年度に生かされているかということを拝見したときに，ハ

ンディキャップサービスの関連事業の中で，計画では６ページ，そして報告で

は５ページに当たりますが，昨年度は音訳者養成講座をなさっていて，参加者

がほかに比べると１けたで若干少ないかなと思ったのです。今年は点訳者はあ

るのですが，音訳者の講座は予定されていないのですけれども，これはやはり

参加人数などを見て検討なさったということなのですか。 

 

○野末委員長  どうぞ。 

 

○小池館長  点訳，音訳のそれぞれ，隔年とまでいかないのですけれども，

それに携わる方をどのように養成するかというのは，数年ごとに交代するみた

いな形にしています。 

 あと，昨年行っている部分については，どちらかというと新しい方というよ

りは，スキルアップのためのということになっているので，こういうことに携

わろうという方の一番最初の養成講座があり，そこでそれが進んで図書館で実

践する方のフォローアップ研修みたいなことをするときとしないときというの

は変ですけれども，それを交互にやっていっているというのが実態で，表面的

には点訳，音訳というのが数年に１回入れ変わっているような感じにはなりま

すが，どちらもそんな取組をしている。人数の問題というよりは，一人一人の

方の養成にどのような形で力を入れるかという視点になっているところです。 
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○安本委員  説明でよく分かりました。単年度だけではなくて，少し長いス

パンで見てということでございますよね。そうしたら，例えば調布市立図書館

の養成の姿勢みたいな計画，少し長いスパンで見られるものが何かあれば，ハ

ンディキャップサービスに対するこちらの取組というのがよく見えるようにな

るのではないか。例えば５年間ぐらいで計画をしています。３年ぐらいしたら

スキルアップ講座をやりますよというように，１人の人が音訳を始めようとし

たときに，この図書館の中でどういう段階で修行を積んでいけるか，養成され

ていくかというようなことが見られたらアピールにもなるし，参加される方の

動機付けにもなってくるのではないかと感じました。 

 

○小池館長  いわゆる行政計画としては，調布市基本計画という中で恐らく

位置付けることになるのですけれども，そこに持ってくる事業というのは，図

書館に関してはすごく大づかみなものになります。 

 今おっしゃっていただいたような，このぐらいの本当に現場に近いレベルの

話というのは，それぞれの実施するところが持っているということが前提にな

って，アピールというか，ＰＲがちょっと足りないと言えばそういうところな

ので，どのようにして図書館の点訳者，音訳者が活動していっているかという

のが分かるようなものを作っていくことが重要かと思います。それがどのよう

に養成されるかということも含めて，１つは音訳のとき，点訳も含めてでしょ

うが，特に今著作権法の関係で，市立図書館も音訳については，これは複製権

なのですが，許諾なしでできるという法改正がされてもう何年か，１０年もた

たないけれども，結構たっています。そのときまでは一回一回，あなたの作品

を音訳していいですかと著作権者に許諾をとっていたのです。駄目と言われた

らそれでおしまいだったのです。点字図書館はそれは必要ないのですけれども，

市立図書館がやるときはそういうことが必要だと。法律改正でやはり市立図書

館の一定のレベルもあるから，やってもいいというように法改正がされていく

ところで，ただ，やはり実際の権利者との話し合いの中では，音訳とか点訳を

する人のレベルについてはしっかりしてほしいという要望があるのです。当然

と言えば当然で，自分の作品を読んでもらうときに，いろいろな人が読むわけ
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で，そのレベルがいろいろ変わってしまうと，作者としては感情的には嫌だと

いうところ，それをどう調整しようかといったときに，やはりしっかりした点

訳，音訳の人たちを養成しています，図書館の方ではやっていますということ

を見せていかなければいけないという事情もあって，そこはある意味，権利者

との約束にもなってきているというところがあり，調布は比較的そういうこと

はしっかりやっている図書館と自負も含めて言えるかと思います。 

 ちょっと余計な話でありますけれども，やはりそういうところにもこの事業

というのは実はかかわってきているというところであります。そういうものが

ＰＲが足りないというところではあるかもしれません。 

 

○安本委員  お話を聞いていると，１枚のプリントにして館内に置かれて，

広く調布の図書館がこんなことも，ただ本を借りたり読んだりするだけではな

くてということをもっと，それこそ見学に来た小学生などにも知ってもらいた

いと思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ほかにいかがですか。よろしいでし

ょうか。――では，もし何かお気づきの点がありましたら戻っていただいても

結構ですので，以上で議題第４号を終わりにしたいと思います。 

 では，続きまして，議題第５号「調布市立図書館協議会の今後のあり方につ

いて」ということです。前回，既にこれはこの場でお話をさせていただいて，

続きますということで，今回に続いているのですが，多分今日は少しお話をし

て，足りないところはまた次回，少し補うくらいのペースでいこうということ

になっておりますので，今日は論点を提示いたしまして，またもし気になると

ころがあったら，お考えをお聞きいただいて，また次回持ち寄って，少し整理

ができればと思っています。 

 机上配布をしました「調布市立図書館協議会の今後のあり方について（論点

メモ）」というのを御覧ください。６項目書いてあるものです。先日，図書館

の皆さんと少し打ち合わせをしまして，前回の議事録がありますが，前回のこ

こでの議論を基に少し論点を整理してみてはどうかということですので，私の

方でたたき台，メモなので，こんなことを確認していくといいのではないかと
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いうことを提示しました。これがすべてではないので，これにとらわれず御意

見を頂くことは大歓迎です。 

 少しだけ説明をいたします。前回から，今期は先ほども評価の話が出ました

けれども，調布ならではの協議会のあり方そのものについて，我々も少し意見

を出していこうではないかということがテーマになっています。前回の協議会

で館長からも説明があったのですが，図書館法という法律で図書館協議会は置

くことができるとなっています。調布はきちんと置いていて，かつ年４回きち

んと活動しています。１とか２のところも多いので，かなり丁寧にやっている

方の協議会です。 

 協議会は大きく分けると館長の諮問に応じて答申を出す。これについて協議

してくださいということを協議して，それをお返しするというやり方です。東

京都立などはこのやり方をしています。もう１つが図書館の普段のサービスに

ついて，我々が意見を述べるという役割です。調布は後者のスタイルをとって

いると思います。ですので，我々はその時々の活動，あるいは少し長期的な計

画，あるいは過去の振り返りについて，我々として意見を述べて，調布の図書

館をよりよくする方向に役立てていただくという立場でおります。それが一番

最初の協議会の制度的な位置付けです。 

 その上でなのですが，前回，皆さんとここでやりとりをしてお話が出てきた

ことを私なりにまとめると，こんなことを少し考えていけばいいのではないか

ということがその次から書いてあって，１つは，まさに意見を集約するのです

けれども，図書館をどうするかということについて，我々は多分利用者の代表

という意味が１つはあるのだと思うのです。実際に皆さんはそれぞれのお立場

でというか，後ろに団体であるとか組織であるとか業界というか，学校だった

り，社会教育だったりというフィールドがあって，そこの代表としてお集まり

いただいているという側面がありますので，そういうところの意見としてはこ

うですねということをここでお伝えするという意味では，利用者の意見を集約

するという役割が１つあるだろうと思います。 

 一方で，実は先ほど来お話が出ている利用者懇談会のように，あるいは目安

箱，御意見箱でしたか，そのように利用者の意見を集めてくる，あるいはそれ

を図書館に伝える仕組みというのはほかにもあるにはあるのです。ですので，
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そういったものをどう考えていくか。協議会ならではのところをどう考えてい

くか，あるいはほかの意見の集約の仕組みをどう整えるかということも併せて

考えるといいのではないかというのが２つ目です。 

 ３つ目がこれも皆さんのお役目にもかかわるのですが，先ほど学校との連携

が松田先生からありましたけれども，図書館というのは単独で活動しているわ

けではなくて，市民の個人だったり，団体だったり，それこそ商店街だったり，

あるいは議会とか行政とかある専門家，専門機関と連携してこそ活動の意味が

あるということなので，協議会がその中にあってどういう役割を果たすか。皆

さんがそれぞれのお立場で，では，学校ではこういうものがいいですね，商店

街はこういうものがいいですね，児童館ではこういうものがあるのではないで

しょうかと連携の役割を皆さんが担っているという面もあるのかなと思います。

これも少し，協議会がすべてそれを担っているわけではないのですが，協議会

の役割として連携・協力をする仲介役になるということ，それから協議会以外

にもそういう仕組みはたくさんありますので，そういったところとどう分担し

ていくかということがあるかと思います。それが３つ目です。 

 ４つ目が，これは前回，協議会で出ていたのですけれども，今日もありまし

たが，図書館に余りいらっしゃらない，または来たことがない方，先ほど利用

者懇談会に初めて来ました，図書館に初めて来ましたという方がいらっしゃっ

たようなのですが，そういう潜在的利用者と専門用語ではそういう硬い言い方

をするのですが，図書館に来たことがない。あるいは余り，めったに来ないと

いう非利用者，低利用者，未利用者とかいろいろな言い方をするのですが，ヘ

ビーユーザーではない皆さん，そういう方々も利用者としてとらえて，もしか

すると，図書館に来たらすごくいいのになという方がまだ図書館に来ていない

かもしれないというニーズをどう探るかということも役割の１つに含まれるか

と思いますので，一応挙げておきました。これは協議会がすべてやるというわ

けではなくて，協議会以外の仕組みも多分必要なので，たしか前回出ていた話

では，例えばここに我々メンバー以外の方をお呼びして御意見を伺うとか，そ

ういうこともあっていいわけで，そのようにして，いろいろな図書館をよりよ

くするために声を集める仕組みというのが考えられるかなというので，４番で

す。 
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 ５番目が，ちょっと今までと毛色が違うのですが，そうすると，いろいろな

役割がある協議会の委員をどのように選んでくるかということで，たしか館長

から三鷹の話があったような気がしますが，いわゆる公募で市民の方に自由に

応募していただいたり，あるいは公募に相当するような仕組みを用意すべきか

すべきでないか，するとしたらどういう方法があるかということも最後１つ論

点になるのかなということです。 

 もちろん，これ以外にも皆さんから自由に御意見を頂いて，何か結論をぐっ

と出すというよりは，まずは御意見をお出しいただいて，うまく整理をして，

次回につなげていこうということでございます。 

 ちょっと回りくどい説明になってしまいましたが，一気に説明しましたので，

どこからでも結構です。協議会，もう少しこうしたらいいのではないか，ここ

はもう少し強化したらいいのではないか，こんなことができるのではないか，

こんな役割があるのではないか，どんなことでも結構ですので，少しお聞かせ

いただけると有り難いです。いかがでしょうか。順不同で結構です。――では，

口火を切って私から。多分４番のところに関連すると思うのですけれども，昔

をさかのぼったときに，この協議会で例えば子どもの代表――分からないです

よ。議員さんの代表，市役所の代表，そういう方に来ていただいて，いろいろ

お話を伺ったりしたことは過去にあるのですか。一応仕組みとしてはできるよ

うになっているみたいなのですけれども。お願いします。 

 

○小池館長  図書館協議会は発足して２２年ですか，その間に今おっしゃっ

たようなことは開催したことがないと思います。公共施設再配置を１０年ぐら

い前に話をしたときに，ちょっとはっきり覚えていないのですが，あのときに

は市民集会みたいなことをここの大会議場でやって，図書館協議会の委員の人

もいたけれども，あれは図書館が主催したか，それで行革の課長にも参加して

もらって，図書館を利用している人にとにかく来てもらって，図書館の分館が

どんな存在なのか，どう思っているかをみんなに話してもらったということは

あります。ポイントは行革に生の声を届けるというのがポイントでした。それ

も含めて図書館協議会としての建議ということで，図書館は分館については

１０館堅持をしてほしい。それから人についてもしっかり配置してほしいとい
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うようなことをまとめて，今もホームページに載せてありますけれども，それ

を建議という形にして，何か硬い言葉ですが，図書館から聞いて答えるという

諮問，答申ではなくて，協議会が検討した結果について伝えますということで

すよね。そういうことはやった記憶はあります。 

 

○野末委員長  もう１つよろしいですか。あと，ここで市民の皆さんにアン

ケートをとりたいといったときに，予算の問題は別として，そういうことも可

能は可能ですか。 

 

○小池館長  予算のことは別にして。 

 

○野末委員長  はい。別にして。 

 

○小池館長  基本計画を作ることと基本計画を評価するために毎年市民意識

調査というのを実施していて，図書館，公民館についての満足度を毎回とって

います。目標８０パーセントとしているのですけれども，六十何パーセント，

７０パーセントいくかいかないかというのが毎回の結果です。 

 そういうところに１回ぐらい何か特別に入れてもいいですよと言われること

はあるのですが，公民館，図書館の満足度と言われても，図書館と公民館は性

格が違うので，公民館はどうですか，図書館はどうですかと本当は聞きたいと

ころなのですが，施策のまとめの都合上，公民館，図書館は１つになっている

ので，図書館トピックで何かをとるということは実際はやったことがないので。

あとは市民意識調査を単独でやることは予算は別にして可能ではあります。 

 

○野末委員長  分かりました。一応予算は別にして，やっていけないもので

はないということですね。 

 

○小池館長  そうですね。ただ，行うとすれば，何か話題というか，必然性

みたいなものがないと，やってみましょうというのではやはり困ってしまうの

で，あと単発でやることと経年的変化を見るということは違うことなので，調
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査したい意向によっても違ってくるのかなと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。先ほどの評価の話が出てきたので，

図書館に余り来ない方々から見て，どう見えているかとか，そういうことを一

度お尋ねしてみるのもいいのかなというのが何となくあったので，ちょっとお

伺いしてみました。 

 

○小池館長  来館者調査をすることと市民意識調査をすることがやはり違う

ことだと思って，例えば例を出すと，最近どうされているのか分かりませんけ

れども，町田市の場合は図書館協議会をたしか年６回から７回ぐらい開催する

のですが，大きな仕事として，役割として行うのは，来館者調査だったと思う

のですが，図書館としての目標を結構細かいレベルで出して，それについての

達成度というか，利用者の感覚としてアンケートをとりながら，来館者調査を

基にして一定の調査ができると。それをもって，図書館協議会の委員がそれを

分析して，町田市立図書館はこういう図書館だということを毎年評価していま

す。最近されていないという話は聞きますけれども，そんな事例はあります。

例えば目的の本は見つかりましたかというレベルの質問をしてしまうというか，

設問にはそういうレベルのものもあります。 

 先ほどパフォーマンスという紹介がありましたが，目的の本にどれだけの短

い時間で達せられたか，あるいは探せなかったかは結構重要な話で，図書館が

たくさん本を持っていると逆にアクセスしにくい，目録が使いづらくて見つけ

られない，並べ方が悪くて見つからないとかいろいろな視点があるけれども，

そんなことを町田の場合は，結構事細かく調査しようという意向がありました。

まさに業務改善に結んでいます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。いかがでしょうか。どんなことでも

結構なのですが。すみません，今日，机上配布になってしまったので，急だっ

たですかね。どうぞ。 

 

○佐藤委員  ２月に行われた多摩地域公立図書館大会に参加してきました。
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その中で「認知症にやさしい図書館～超高齢化社会における図書館の役割を考

える～」というお話で，大変興味深いお話だったのです。お年寄りになって行

く場所がない，出掛ける場所がない。でも図書館は何で来たのですかという理

由を問われない，お金がかからない，いろいろなことがあって，高齢者にとっ

て図書館というのがとても大事な場所になって，近くにあってほしいという意

味では，本当に調布市の場合は８００メートルのしあわせというのに該当して

いるのだと思うのですけれども，そういう意味で高齢者に対応する図書館のあ

り方みたいなものがこれから出てくるかと思うのです。 

 そのときのお話の中にあったのですが，認知症の方が利用されて，例えば車

で来たのだけれども，車で来たことを忘れて帰ってしまって，車がだれのもの

か分からないというような状態になったとか，いろいろなトラブルというか，

困ったことが現状で起きているということがあったのです。たくさんではない

けれども，こんな例ということで幾つかお話があったのですが，そういう対応

というのは，まず，図書館の第一線，現場にいられる，対応していらっしゃる

方が出会うわけですよね。だから，そういうことで何か調布市の場合，話題に

なっていることはないのか，困っていることはないのか，これから先，そうい

う問題をどうするかということを考えていかなければいけない課題なのかなと

思って帰ってきました。ちょっと復習していないので，余りよみがえってこな

いのですが，資料を見れば，楽しいというか興味深いお話をたくさん聞けたの

です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。そういう我々としても情報提供とい

うか，こういう方向性ですよねというのは，この協議会でこうやってお出しい

ただいてどうでしょうかと問い掛けて，次に反映させていただくというのは，

まさにそういうことだと。 

 

○佐藤委員  追加で，協議会ではないですけれども，各分館を含めて対応さ

れている方たちの交流会というのがありますよね。一堂に集まって…… 

 

○福島副館長  職員なので，会議は。 
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○佐藤委員  そういう会議というのはあるのですよね。 

 

○福島副館長  はい。 

 

○佐藤委員  その中でそういう問題が出たことがあるのかないのか。 

 

○福島副館長  その辺り少し答えていいですか。本当にまさにそういう方た

ちがいらして図書館を利用してくださっています。どこの館でもあって，中央

図書館でもあるけれども，分館でも日々，来たけれども，家のかぎをなくして

しまった，どうしようとかいろいろあるのです。相談が来て，このようにした

らということもあるけれども，地域包括支援センターと連携してその辺りは対

応していることがとても多いです。こういう人が来て，こうだったというのは

地域奉仕係の会議の中でも話をしたりもしています。 

 前に職員は認知症サポーターの講習を受けたりもしていますし，あと，昨年

度は知的も含めて障害者へのサービスはどういうものかなどという研修をした

のですが，今年は秋に高齢者への対応ということで研修を予定しています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。もしよろしければなのですが，次回

にまた持ち越しとさせていただくのですが，ちょっとお持ち帰りいただいて，

この協議会でもう少しこういうことができたらいいのではないか，こんなこと

もやってみることができるのではないか，あるいはこの協議会ではなくても，

図書館としてこういうことをやったらいいのではないかということを少し論点

を挙げてみましたので，これも参考になさって，調布市の図書館の協議会とい

うのはこういう役割がある，こういうことをやってみたらいいのではないか，

こんなことも可能性があるのではないかということを少しアイデアをお考えい

ただいて，次回自由に発言していただくということにしようと思います。どう

ぞ。 

 

○杉山委員  今の委員長のお話で，今日は突然あったので，次回ということ
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で納得するのですけれども，この論点メモと資料７の関連性ですが，委員長が

資料７の論点を整理したのがこれではなくて，別のことを言ったのですね。 

 

○野末委員長  別のものです。 

 

○杉山委員  だから，これはこれでまとまっていますけれども，よく読んで，

次回の議論の参考にも。 

 

○野末委員長  分かりました。それでは，御説明させていただいてよろしい

でしょうか。まず，今期の我々の議論は議題５にある，この協議会のあり方。

この協議会，この状態でももちろん構わないですし，もう少しこういうことを

やったらいいのではないか，委員は市民から公募したらいいのではないか，だ

れかに来てもらって話を伺うような機会があったらいいのではないかとか少し

アイデアを出し合って，協議会をよりよいものにして，図書館のサービスをよ

りよいものにしようというのが今回我々がお話をしていることです。そのため

の論点メモがこちらで，こんなことが参考になるかなというのを私なりに御提

案したものなので，御参考になさって，協議会で自由に御意見をおっしゃって

いただいて構わないと思います。それがこちらです。 

 議題６のその他のアに行ってしまうのですが，ちょっとなし崩し的に参りま

す。議題のその他は報告事項なのですが，資料７は前の期，我々の１つ前の期

とその前の期の議論がそもそも調布市の図書館はどういうあり方がよいかとい

うことを議論して，それのまとめだったのです。最終稿ができていなくて，委

員長預かりになっていたのです。私がなかなか作業をしなかったので，やっと

ここでおおむね最終稿みたいになっているので，これ自体はこの場では御参考

としてお届けするという形になると思います。ただ，最終的に確定させるまで

に前の期と前の前の期の方にも御覧いただいて，これでいいですかという最終

確認を今はとる段階なので，これは皆さん，ぜひ一度お目通しいただいて，こ

ういう議論があったのだということを確認していただいて，ここはもう少しこ

うしたらいいのではないかという御意見がもしあれば，それをお寄せいただい

て，そこは修正を掛けていく。それで確定させるということです。 
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 ちょっとタイトルが似ているので大変分かりづらいのですが，これは図書館

そのものです。こちらは協議会の話ということです。分かりづらくて申し訳あ

りません。 

 というわけで，資料７は，去年だったと思いますが，御提案した素案という

ものに，そのときに出た意見を反映させて誤字脱字を修正したりしております

ので，おおむね最終稿のつもりでいるのですが，特に安本委員と大作委員は作

業部会ということになっていますので，改めて御覧いただいて，間違いとか不

備不足があれば御確認ください。ほかの委員の皆さんも御確認いただいて，前

と前の前の期にはこんな議論があったのだ，もう少しこうしたところはどうな

のだろうともし御意見，お気づきの点があれば遠慮なくお寄せください。 

 これについては，大きな変更がなければ微調整をして，預かりになっている

ので確定させて，前の話はけりをつけてということにしたいと思います。 

 では，その他のアについてはそんな形で，これは御報告とお願いということ

にさせてください。そういう辺りで杉山委員，大丈夫ですか。 

 

○杉山委員  はい。 

 

○野末委員長  分かりづらくて申し訳ありません。というわけで，戻ります

が，議題５，この協議会については，それぞれ持ち帰ってお考えいただいて，

ぜひいろいろな御意見，アイデアをお寄せいただきたいと思います。 

 では，議題第６号のイ「『調布市立図書館５０年の歩み』について」ですが，

こちらについては，館長から冒頭にありましたので，皆さん，改めてぜひ御覧

いただければと思います。私はまだ全部読み切っておりませんが，大変おもし

ろいと思います。 

 では，議題６号のウです。「１年生にすすめる本」及び議題６号のエ「『子

ども読書の日』『こども読書週間』の取組について」，まとめて上村係長，御

報告をお願いします。お待たせしました。 

 

○上村係長  お願いします。資料４を御覧ください。こちらは「１年生にす

すめる本」でございますが，４月に入学式を終えて一段落したころ，市立小学
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校の１年生全員に小学校を通して配布しているものです。長年読み継がれてき

た作品に新刊を加えて，リストで紹介しています。御家庭での読み聞かせのき

っかけになるようにというところが目的でございます。 

 続けて，「『子ども読書の日』と『こども読書週間』の取組について」，お

話しいたします。資料５を御覧になってください。まず，子ども読書の日とい

うのは，２０００年の子ども読書年を契機に４月２３日が子ども読書の日と定

められております。調布の図書館では，その日に発行ということで，４月２３

日に前の年に出た本の中からお勧めのものを幼児向き，低学年，中学年，高学

年ということで，このように紹介しております。 

 先ほどの「１年生にすすめる本」，または「子どものほん」はリストの配布

と同時に，中央図書館と１０の分館で，ここに掲載されている本を展示して借

りていただくという試みをしております。 

 ここまでが昨年までと同じ試みです。今年はそれに加えまして，「こども読

書週間」とあるのですが，申し訳ありません，「の」が入ります。こどもの読

書週間に新たな取組をしたのがシールラリーです。こどもの読書週間というの

は，５月５日のこどもの日に合わせまして，３週間，４月２３日から５月１２

日，子どもの読書を推進しようというキャンペーンです。それに合わせまして，

先ほどお話しいたしましたシールラリーを今年度は実施しております。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。御質問，御意見おありの方はお願い

します。いかがでしょうか。安本さん，どうぞ。 

 

○安本委員  先ほどシールラリーがとても好評だということをお伺いしまし

た。それで，そんなに好評ならもうちょっと厚紙のカードっぽいものにしてあ

げるとかという御予算はないでしょうか。 

 

○野末委員長  予算があれば。 

 

○安本委員  予算があれば。やはり子どもは結構持ち歩くとぼろぼろになっ
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てしまったりすると悲しいものですから，厚紙があれば，予算があれば。 

 

○上村係長  はい。予算を計上いたします。ありがとうございます。 

 

○野末委員長  御検討ください。ありがとうございます。でも，ＦＣ東京は

予算があったということですね（笑声）。分かりました。ほかにいかがでしょ

うか。よろしいですか。――ありがとうございます。 

 それでは，議題第６号のオ「『調布市暮らしの道しるべ』について」，こち

らは海老澤係長から，お願いします。 

 

○海老澤係長  資料６をお願いいたします。「調布市暮らしの道しるべ

２０１８年版」でございます。こちらは２０１４年，平成２６年から作成して

おりまして，調布市内にあります電気通信大学の新入生ガイダンスのときに配

っていただいているものです。２０１４年から電気通信大学の新入生ガイダン

スにお邪魔いたしまして，調布市立図書館の案内をさせていただいて，新しく

調布に来られて学生生活を送る方に向けて，調布市内の案内を含めて，図書館

にはこういう資料がありますといったＰＲをさせていただいております。 

 昨年度までは，図書館として少しお時間を頂いて，その中でＰＲさせていた

だいたのですけれども，今年度につきましては，ガイダンスの中では時間の余

裕がないということだったのですが，配布だけはしていていただけるというこ

とで，昨年と同じような形で，利用案内と登録申請用紙をお持ちいたしまして，

こちらとともに配布していただいております。 

 併せて，各市内の図書館でも「こういった資料が調布にあります」というこ

とで，外から調布に転入した方向けのパスファインダーのような形で配布させ

ていただいているものであります。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。御意見，御質問はいかがでしょうか。

どうぞ。 
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○杉山委員  この「調布市暮らしの道しるべ」，私は初めて見たのですけれ

ども，視点がおもしろいと思います。２６年から５年ぐらい続いているわけで

すよね。電通大から始まった。こういうものを図書館には当然置いてあるので

しょうけれども，図書館だけではなくて，公民館とかできたら駅のラックとか

生活情報をいろいろな視点から連絡が取れるようになっているというのはおも

しろいと思ったのです。もう少しＰＲの仕方を工夫してみたらどうかというの

と，ちょっと細かいのですが，２ページの「イベント・みどころ」のところだ

けが連絡先が載っていないので，「イベント・みどころ」で見て問い合わせを

したいということのために，花火大会の事務局はどこだとかフェスティバルの

連絡先はどうしたらいいかというものを入れた方がいいのではないかとちょっ

と思いました。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。海老澤さん，どうぞ。 

 

○海老澤係長  御意見ありがとうございます。実は作ったときでしたか，市

民課の転入窓口に置いてもらったらどうか，調布市に転入してきた方向けにぜ

ひ配ったらという話があったのですが，転入者に向けて配るものはかなり量が

あるということで，市役所のいろいろな課からそういう要望がたくさん来てし

まっていて，なかなか全部に対応し切れないので，ちょっと難しいという話も

あったと聞いております。ただ，これを初めて見た職員が同じような意見をく

れたものですから，また再度，市民課が無理でもいろいろなところに配っても

らえるように働き掛けをした方がいいかななどと思っていたところです。確か

に公民館さんとか市内の施設で配布していただくというのも１つの手かと思い

ますので，今後，検討させていただきたいと思います。 

 中の連絡先については，確かにイベントということで，こんなものがありま

すという紹介だけにとどめていたようなのですけれども，その辺りも今後検討

させていただきたいと思います。御意見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。どうぞ。 
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○松澤委員  これを配っていただけるとすごくいいことだと思うのですけれ

ども，どこかのラックに入れるというと，ラックはＡ４ではないですか。これ

は字が私ですらちょっと小さくて見づらくて，もっと倍ぐらいの大きさでも，

邪魔になるのですかね。 

 

○安本委員  今は電通大生向けだから（笑声）。 

 

○松澤委員  分かりました。 

 

○野末委員長  老眼の人はいない。 

 

○松澤委員  大きさとかそういうのがもしできるなら。 

 

○野末委員長  倍の大きさにすると我々はちょうどいいのですけれども。 

 

○海老澤係長  ご意見ありがとうございます。 

 

○野末委員長  ぜひまた予算も御考慮いただいて，少し部数を増やしていた

だければと思います。ありがとうございました。 

 以上で御報告はすべて終わりということにさせていただきます。議題はこれ

でおしまいですので，本日はこちらで終了ということになります。ほかに何か

ございますでしょうか。どうぞ。 

 

○松田委員  先ほど佐藤委員から図書館が高齢者の方の居場所になっている

というお話があったのですけれども，学校図書館も教室にいられない子，元気

に外で遊べない子，ほかの子にいらいら当たってしまったら本に逃げる子，そ

ういう子たちの居場所になっているのです。すごく大事な，だから居場所とし

ての図書館というか学校図書館はすごく重きを置いていかなければいけないの

ですが，恥ずかしいお話なのですけれども，調布市の市内の小学校２校は今学
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校司書がおりません。それで，調布市の優れた学校司書がどんどんよそへ引き

抜かれるというか，もうちょっと条件のいいところへ移られたりということで，

４月，ふたを開けてみましたら，今までこんなことは一度もなかったのですけ

れども，２校が司書が不在ということでスタートいたしました。ということは

とても大きな打撃なのです。毎年毎年１年生から６年生まで，こんなことをや

っていこうと計画を立てて指導してきましたのに，それを担っていただく人材

がちょっと残念ながらということなので，皆さんのもしお知り合いの方でそう

いう方がいらっしゃいましたら。 

 先ほど館長からも第３次で子ども計画を作っていただくということで，第２

次は本当に他地区の皆さんから調布はすごいねということを言っていただいて，

一字一句，皆さん，あれをよく読んでいただいて，励ましになっているという

ように，調布の財産として子ども計画はすごく重きを置いて，財産だと思って

おりますが，それを担う現場がこんな状態なので，もしお知り合いの方で，本

当に条件が余りよくないのですけれども，子どもの指導とかがすごく大変なの

で，やはり二の足を踏まれるのかなと思うのですが，週５日，３０時間という

ことを実施しているのは都内で珍しいということなので，よろしかったらどな

たかお声を掛けていただきたいと思います。私までぜひ，私というのは変なの

ですけれども，本当は教育委員会に言っていただけたらと思います。よろしく

お願いいたします。本当はこんなことお話しすることではないのですけれども，

すごいことなのです。２校，すごく困っているのです。 

 

○野末委員長  もしかすると，協議会でこういう協議をして，それでも…… 

 

○松田委員  お友達とかいないですかね。 

 

○野末委員長  どうぞ。 

 

○安本委員  確かに人を探すということも大切かと思いますけれども，その

ような事情で人の応募がなくなってしまったということでしたら，根本的にも

っと待遇を変えなければいけないのではないかということを提言としてまとめ
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る方が先ではないかと思います。 

 

○野末委員長  我々の協議会の役割はちょっと外れるかもしれないのですけ

れども，調布の図書館をよくするためにはということで，何かコメントを出す

とか，そういうことは御協力できるかもしれませんね。ちなみに本学でも学校

司書の養成を昨年度始めましたので，あともう一年待っていただくと卒業しま

す。 

 こういう情報交換も多分すごく重要な機会だと思いますので，次回少しまた

情報交換がいろいろできればと思います。 

 それでは，私の進行が悪くてちょっとオーバーしてしまいましたけれども，

以上で協議を終了といたします。事務局から連絡事項をお願いします。 

 

○事務局（緒方）  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３０年度第２回の開催は７月１９日木曜日を予定してございます。予備日

として２６日，こちらも木曜日となりますが，予定してございます。場所と時

間は本日と同じ，こちら，たづくり９階研修室を予定してございます。時間に

つきましても２時から４時までを予定しております。 

 本日御出席の皆様の御都合がよろしければ，７月１９日に決定したいと思い

ますが，いかがでしょうか。――よろしいでしょうか。それでは，７月１９日

木曜日，２時から４時ということで決定させていただきたいと思います。あり

がとうございます。 

 最後に，本日の議事録の署名委員を指名させていただきます。今回は杉山委

員にお願いしたいと思いますので，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した。それでは，委員の皆様には進行に

御協力いただきまして，ありがとうございました。ちょっとオーバーしてしま

って，大変申し訳ございません。 

 以上で平成３０年度第１回調布市立図書館協議会を終了とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 
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                            ――了―― 

 

 


