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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２回

調布市立図書館協議会を始めさせていただきます。 

 本日は御多忙の中，また猛暑の中，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  本日はお忙しい中，また本当に猛暑の中，お集まりいただきま

して，ありがとうございます。本当に暑い日が続いておりますけれども，西日

本の災害といいましょうか，大変な広範囲で，ある意味局所的な雨というので

しょうか，災害の被害が生じていると伝えられているわけですし，これほど多

くの人が亡くなるというのは近年なかったかなと思って，何とも言えないなと

いう感じがしています。 

 図書館にとっては水は天敵というか，そういうものですけれども，その中で

も水没するという事態があったこともある意味驚きです。自分の記憶では，東

京練馬の大泉図書館が半地下で，都市型洪水がいっとき流行りました。大泉図

書館も水没して，本ももちろんそうだし，コンピュータシステムからみんな全

部だめになったなどということもあったし，あと調布市立図書館ではないけれ

ども，入間川がはんらんしたときに，ちょうど実篤記念館の事務室が水没する

などということもありました。本当に雨というか水は怖いなというところであ

ります。 

 一方，調布市立図書館はいろいろなところから皆さん見学にいらっしゃるわ

けですけれども，先日は青森県の八戸から見学にいらっしゃいました。八戸は

「本のまち八戸」ということで今の市長が力を入れているということなので，

特に児童サービス，本の選書とかについて知りたいということでこちらにいら

っしゃったということです。担当の上村係長から御説明させていただいて，か
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つ子どものところをよく見ていただいたかなと思っています。 

 本のまちといったり読書のまちと標榜するまちは幾つかありますけれども，

その中で八戸の場合，驚いたのは，八戸ブックセンターというのですが，市が

運営する公立の本屋さんが造られたということです。地元民業圧迫だとかとい

う話も当時はあったようですけれども，どんなところだろうと正直関心を持っ

て，ちょっと時間があったので，行ってみました。 

 その本屋さん自体は，いわゆるほかの本屋さんを邪魔しないということが１

つあるのと，地元の人は，いつも仙台だとか東京に出たときに本を買ってくる

というのが今までだったのだけれども，それが八戸のまちで手に入らないかと

いうコンセプトを課題として与えられていて，大手の本屋さんで書店員をやっ

ていた方を集めて書店を造っているので，本自体がセレクトショップ，ちょっ

とこだわりを持った本の集め方をしているところでありました。 

 採算はどうなのかということは，ぱっと見ただけなので何とも言えませんし，

視察にいらっしゃったときにちょっと申しあげたらば，やはりそれが今課題で，

いつまでもそんな採算度外視という話もできないみたいなことはおっしゃって

いました。 

 もう１つ，図書館です。縁があって，八戸で働いている人とその前にたまた

ま会ったことがあって，八戸市立図書館とは何だろうと思って見てみたら，記

録によれば，明治７年に書籍縦覧所というのが各地に造られるのですけれども，

八戸にも造られて，それが今の八戸市立図書館につながっているのです。公立

の図書館としては日本最古，明治以降の図書館としては一番古いということに

なっていて，１４３年とおっしゃったかな，そのぐらいの歴史だそうです。 

 それで，これはちょっとつけ足しのような話ですが，『八戸市立図書館百年

史』というのが１９７４年に出ています。１８７４年に開館しているので，

１９７４年に百年史が出ていて，これは自分でも読んでみたいと思って，古本

の購入サイトでそれを手に入れて，本を編集した方か，図書館の歴史の中で有

名な人に差し上げた本が古本屋さんで回って，そんな妙な縁があるということ

であります。 

 本としては，明治以降の記録がすごく綿密に，例えば受入簿も記録しようと

していて，当時の本をどのように収集していたかとか，そういうことがしっか
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り記録されており，文化的な部分でも価値のあるものにできているのだろうと

いう感じがしました。 

 図書館というのは１００年でも２００年でも続いていくものだということを

改めて感じたということを今日の最初のお話にさせていただきたいと思います。 

 今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，次第と一緒に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。 

 資料番号の付番はございませんが，「平成３０年度第１回調布市立図書館協

議会議事録（案）」。 

 資料１「図書館だより ２０１８夏」。 

 資料２「ぶちねこ便 ２０１８年７月号」。 

 資料３「夏休みにすすめる本」。 

 資料４「図書館で調べものをするときに…」。 

 また，御持参いただくようお願いしておりました，前回配布資料の資料７

「調布市立図書館のあり方について」，「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）」，その他机上に配布させていただきました，安本委員か

らの「『調布市立図書館協議会報告書（議論のまとめ）』に対する修正案」，Ａ

４が１枚となっております。 

 こちらが本日の資料となります。資料はすべておそろいでしょうか。 

 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  それでは，お暑い中ともう言いたくないのでやめておきます。

今日は，またいつもどおり２時間，時間がとられております。実は私，前回と

同じように，今日も終わった後に大学に戻りまして，５限，６限と授業をしな

くてならないのです。前回終わった後に行ったのですけれども，結構ぎりぎり

で，渋谷の駅をおりると宮益坂という坂を１０分登っていく。渋谷は谷なので，

渋谷の谷から青山の山に登っていくのです。今日はそれを考えただけで非常に

気が重い状態になっておりますので，なるべく効率的に進めて，走らずに行け
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るようにしたいと思っております。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは，ただいまから平成３０年度第２回調布市立図書館協議会を開会い

たします。 

 初めに，定足数の確認をいたしたいと思います。本日の出席議員について事

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。本日，欠席の委員はいらっしゃいま

せん。なお，飯野委員におかれましては，東京都の意向により辞退届の提出が

ございましたので，併せて御報告させていただきます。 

 つきましては，ただいまの時点で１１人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。飯野委員は，私も先ほど伺ったとこ

ろなのですけれども，御本人の意向というよりは職場の意向というか都の意向

ということで，ちょっと残念なのですが，期の途中なのですが，御辞退となっ

たと伺っています。 

 それでは，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。 

 本日の案件について，審議に先立ちまして非公開とすべきものがあるかどう

かを確認したいと思いますが，本日の議題をご確認いただいたとおり，通常ど

おりでございますので，非公開とする理由は特にないと考えます。御異議あり

ませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （「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たいと思います。 

 また，本日の傍聴者の定員ですが，通例どおり５人とさせていただいており

ます。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。 
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○事務局（緒方）  御報告いたします。傍聴希望者の方がお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。事務局は議題の第１号が終わりましたら

御案内をお願いします。 

 それでは，議題の第１号は「平成３０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」です。こちらの資料は，開催通知のときに皆様のと

ころには事務局から送付がなされているかと思います。皆様には既に御確認い

ただいているかと思いますが，訂正のお申し出がございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 特に問題あるところはないかなと思いますので，それでは，特にお申し出が

ないということで，署名により確定したいと思います。署名手続を進めるので

すが，今回は前回指名を受けたのが杉山委員ですか。後ほど署名をお願いいた

します。 

 それでは，以上で議題の第１号を終わります。 

 では，事務局は傍聴者の御案内をお願いします。 

     （傍聴者入室） 

 それでは，進めてまいります。議題の第２号は「調布市立図書館のあり方に

ついて」です。こちらについては前回，５月の協議会において資料７というこ

とでお配り，お渡ししているもので，我々の期ではなく，さらにその前の期の

議論をまとめたものになります。 

 皆様にもせっかくの機会ですので，また継続されている委員の方もいらっし

ゃいますので，御確認をいただいて，確定させようということです。実際，手

続上は委員長預かりとなっているのですが，前の期のものでもありますので，

確定しておきたいということです。皆様にも御意見を頂戴したく，お諮りした

ところです。 

 今日，机上に配布させていただいたものが，安本委員からコメントをいただ
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いたものを私が加工したというか，成形したというか，並べ替えたものになり

ます。 

 まず，こちらから確認したいと思います。基本的に内容の差し替えはありま

せんので，文言のレベルの修正だと思いますので，基本的にそのまま修正した

いと思っております。 

 上から順番に参ります。 

 最初に「大事」という表現があったのですが，後ろで「大切」という表現を

しているので，これは統一したほうが良いのではないかということで語句の統

一の問題です。 

 布の絵本のところが，布の絵本の貸出しの紹介になっていて，ＰＲの話にな

っていて，貸出しの話になっていたので，そこの段落はひっくり返したほうが

読みやすいのではないかということです。これはひっくり返したほうが読みや

すいと思いますので，そのようにすれば良いのではないかということです。 

 施設設備のところとハンディキャップサービスのところに，両方とも本館，

分館のトイレやエレベーターはちゃんとしましょうということが書いてあるの

で，どちらかでもまとめたらという御意見だったのですが，大事なことでもあ

るので，２回目に出てくるところに，「繰り返しになるのですけれども」とい

う文言を付け加えたらどうかと思っています。 

 その次は，「地区館」と書いてしまったので，これは私のミスです。「分館」

です。 

 「より手にとるような工夫」という表現があったのですが，だれがというと

ころが抜けてちょっと読みづらかったので，「利用者がより手にとりたくなる

ような工夫」と修正したほうが良いのではないかということで，そのような提

案です。 

 ここまではよろしいですね。特に内容的な修正ではないので，読みやすさと

か語句の統一の話ですので，特に御異論がなければ，これでいきたいと思って

おります。 

 その次が事務局との相談になるのですが，「イオンシネマ」という言葉でず

っと続けてきたのですけれども，民間の業者の固有名詞で大丈夫ですかという

安本委員からのお気遣いがあったのですが，これはどちらでしょうか。構わな
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いですか。 

 

○小池館長  映画館と言ってしまうとちょっとイメージが違ってきていて，

シネマコンプレックスというのが今一般的な言い方かと思うので，複合した映

画館というのかしら。ずっとシネコンと言っているので，シネマコンプレック

スというのではないかなと思うのですが，松澤委員，どうなのでしょうか。地

元ではシネコンとか。 

 

○松澤委員  映画館ですよね。 

 

○小池館長  であれば，映画館のほうが。もともと調布銀座のところにもた

しか映画館があって，そういう意味では，あそこには歴史的な意味もあるのか

ななどと思ったりします。 

 

○野末委員長  イオンシネマができたらこうしましょうみたいなことが書い

てあるのですけれども，では，映画館にしますか。それとも両方…… 

 

○小池館長  映画館のほうがよろしいですかね。ずっと映画館ができるとい

う話をしていて，結果としてはシネマコンプレックス，シネコンと呼んでいる

ものになった。 

 

○野末委員長  では，映画館（シネマコンプレックス）にしますか。 

 

○松澤委員  シネマコンプレックスという言葉はそんなに使っていない気も

するのです。 

 

○杉山委員  私も映画などにかかわっていたのですけれども，要するに昔の

単館，映画だけでなくて，非常に大きいものから小さいものから，トピックス

から古いものとか，いろいろなものを１箇所で見られるというのがシネマコン

プレックスですか。だから，昔の映画館と違うのかなというのが私の理解なの
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です。 

 

○安本委員  単館の映画をやることを映画館というのですか。 

 

○杉山委員  昔はそれしかなかったから，それが映画館でした。最近１０年

ぐらいでは，シネマコンプレックスというのが非常に各都市で出来上がってき

ているので，そっちにニーズがいっているのです。都区内では単館が多いです

けれども，地方などに行ったらシネマコンプレックスのほうにだんだんいって

きているのではないのでしょうかね。 

 

○松澤委員  シネマコンプレックスという言葉がそういう意味で使われてい

るというのは分かるのですけれども，一般的に行く人たちとか周りにいる人た

ちが建物を見てシネコンだと言うかというと，やはり映画館という言葉を使う

というイメージなので，その辺はどちらが良いのか。 

 

○杉山委員  では，並記ですかね。 

 

○小池館長  この議論をされていたときには，長く映画館がなかった調布に

映画館ができるという文脈というか，そういうことで使われてきたので，映画

館だけでも良いのかなとは思います。結果として，シネコンというジャンルと

いうか形態のものになったということです。シネコンが来ると言ったことは全

然なくて，結果としてシネコンだったのだなと。 

 今紹介いただいたように，従来言っている，やっても２つ同時に上映するぐ

らいの映画館ではなくて，複数の映画が，スクリーンもたくさんあって，同時

にできるということが今の特徴なのかなと思っています。 

 なので，言葉としては映画館でもよろしいかなと。イオンシネマと言ってし

まうと，イオンシネマが来ると分かったのはたしか２年ぐらい前でしたよね。 

 

○野末委員長  そうしたら，２箇所出てくるので，最初だけ映画館（シネマ

コンプレックス）にして，２回目からは普通に映画館という言い方でいかがで
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すか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 単館ではなくて，複合でたくさん見られるよということを出しつつ，でも，

呼ばれているのは映画館なので，シネコンは括弧に入れてということでいきた

いと思います。ありがとうございます。 

 その次も御相談なのですが，段落と段落をつなげるというのは良いのですが，

この辺，じろの話が出てくるので，じろのイラストを入れるというのは大丈夫

ですか。著作権の問題でだめですとか。 

 

○福島副館長  大丈夫です。 

 

○野末委員長  では，入れさせてください。 

 そこまで修正したいと思います。 

 次が，実は我々が議論した前の期のときにはまだ実現されていなかったこと

が実現された部分があって，映画館ができた話と，高校生による通信の発行は

したのですよね。ビブリオもやっていますね。この辺，やったものなのです。

イオンも実現したものなのですけれども，前の期だから１年ぐらい前なので，

まだできていない書き方をしているのです。 

 ここを安本委員から言われて，確かに読み手にとってみれば，もうやってい

るじゃんとか，できているじゃんとかという話なので，どうしたものかなと思

っていて，皆さんにお諮りするのですが，何かいいアイデアはありませんか。

前の期の言葉遣いなので，直してしまうのも変なのですが，そのままもちょっ

と変なので，どうしますか。注釈をつけますか。 

 

○安本委員  いつ実現みたいなことで。 

 

○野末委員長  そうしたら，脚注にするか，一番最後にするか，この審議の

まとめ，報告書自体が前の期のまとめで，その後に少し御意見をいただいて発

表になりましたという経緯を書いて，その経緯のところで，これとこれについ

ては実現されていますという形にするか，または本文にちょっと注釈をつける
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か，何らか分かるように注記をさせていただく形にしたいと思います。 

 確かに，「イオンシネマができた後には」と言われても，もうできています

と思われてしまいますものね。 

 では，そのようにさせてください。ありがとうございます。 

 ほかに皆様から御意見はございますでしょうか。何か気づいたこととか。前

の期の委員の方にもお送りして，うまくまとめていただいたので，ぜひいろい

ろなところに公開してという…… 

 

○事務局（緒方）  前期の髙野委員から，議論されてきたことがすごくうま

くまとめられていて，とても感動しましたという御連絡を頂戴しています。そ

れと併せまして，広く市民の方にもこの報告書，まとめを見ていただきたいと

いう気持ちがすごくありますということで，少なくとも教育委員会ですとか公

民館運営審議会にも報告書を配付いただけると有り難いということで御意見を

頂戴しております。 

 

○野末委員長  というわけで，公開というか，少しあちこちに見ていただく

ということについてはぜひ図書館でも御配慮いただければと思います。 

 さて，いかがでしょうか。もう大分前の話になってしまったり，特に継続の

委員の皆さんはまだやっていたのかとお思いかもしれませんが，よろしいでし

ょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 もしまだお気づきの点があれば，急いでおっしゃっていただければと思いま

す。今日のこの会の終わりまででも結構ですし，後ほどでも結構です。 

 それでは，修正をかけまして，かつ体裁を整えて，資料とか，付録とか，表

とか，じろのイラストを加えまして，正式版というか公開版にさせていただい

て，あとは図書館にお預けする形にいたしたいと思います。 

 ありがとうございました。別に急いでいるわけではないのですが，こんな感

じで大丈夫ですか。もし何かありましたら後ほどでも結構ですので，おっしゃ

ってください。大丈夫ですか。 

     （「なし」の声あり） 
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 では，ありがとうございました。ちなみに，これは冊子か何かにしますか。

こんな感じで印刷して，ぱちぱちと閉じたぐらいの感じですか。 

 

○福島副館長  できればもう少し大きいポイントにして，表紙をつけてとな

るでしょうか。 

 

○野末委員長  少し何部か冊子にしてお配りするところにはお配りしてとい

うことにできればと思います。ありがとうございます。あと，あちこちに図書

館等に置かれる形になるということですね。 

 それでは，もしお気づきのことがあれば，本日またはなるべく早いうちに御

連絡いただければ，対応できるところは対応いたしたいと思います。ありがと

うございました。 

 それでは，今日のメインの議題になりますが，「調布市立図書館協議会の今

後のあり方について」です。先ほどは図書館のあり方についてで，今回は我々

が属している協議会のあり方について意見交換をしたいと思います。 

 前回は時間が少し足りなくて，十分に御意見をいただくことができなかった

ので，前回の机上で配付した論点メモというのがあります。これはあくまでも

参考ということですので，協議会の役割を踏まえて，皆様から自由に御意見を

頂戴できればと思います。 

 すなわち協議会は今，年に４回集まって，事前に送られてきた資料を基に２

時間ほど意見交換をすることになっています。図書館の運営，経営に対して

我々が意見をお伝えするというスタイルをとっています。前回だったと思いま

すが，小池館長から説明があったように，自治体によってはまた少し異なる運

営をしているところでございます。人数であるとか，委員の選び方であるとか，

運営の形態であるとか，何を話し合うかということも少し幅があります。調布

は調布のやり方がありますので，そのやり方について御意見を頂戴できればと

いうことです。 

 もう一回，論点のメモを御覧いただきたいのですが，制度的には調布の場合

には基礎があるのですよね。調布の場合には，調布市立図書館条例施行規則で

定められて，位置付けが決まっています。協議会は一般的にはいろいろな役割
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があるのですけれども，１つは，図書館に我々利用者側の意見を集約してお伝

えするということです。それについてどういうあり方があるか，現在の形式で

良いのか，もう少し加えることがあるのかということ。 

 それから，我々はいろいろなところからの代表で来ていますので，市民や議

会や行政とか専門家，いろんなところと連携協力の窓口的な役割もこの協議会

にはあろうかと思います。実際に，学校ではどうなっていますかとか，研究で

はどうなっていますかとか，市民の皆さんはどうですかというお話も出ると思

いますので，そういう連携協力の役割もあるだろうと思います。 

 それ以外に，潜在的利用者といいますが，図書館にあまり来ない方々，ある

いはほとんど来ない方々，そういった方々も図書館の利用者ですので，そうい

った方々がどういうお考えを持っているか，どういうニーズを持たれているか

ということを何とか把握することも図書館としては重要ですので，そういう役

割を協議会がどのぐらい果たせるかどうかということです。 

 それから，前にもたしか小池館長から無作為抽出の三鷹の例を出していただ

いたと思いますが，協議会の委員の選び方です。とりわけ市民の公募をしてい

る自治体もあります。調布の場合には公募という枠はないのですが，有識者だ

ったかな，何かの枠をうまく運用して，実質的に市民の方の意見を取り入れる

形をとっているということです。この辺りのあり方も自由に，それ以外にも協

議会のあり方，役割はたくさん考えられます。できるできないの話は制度的な

こともありますので，次のことになると思いますが，皆さんからの自由な御意

見をいただければと思っております。 

 さて，繰り返しになりましたが，今日はこちらに少し時間をとりたいと思い

ますので，どなたからでも，どんなことからでも結構なのですが，いかがでし

ょうか。では，菊池委員，どうぞ，お願いします。 

 

○菊池委員  この協議会委員を委嘱されてからは，今までのことを知らない

ばかりで，質問ばかり多かったと思うのですが，ある程度質問に答えていただ

いた上で，例えばここで協議したけれども，図書館側で今までどおりというか，

それで良いのか，それとも図書館側としての考え方は，今までどおりよりも幅

を広げたものをこの協議会に対して求められているのか。その辺，図書館側の
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お話を前提として伺いたいと思ったのです。 

 

○野末委員長  この議題に対して，図書館側としてはどのように思われてい

るかをもう一回改めて伺っておきたいということですよね。そうしたら，どう

しますか。今伺ってしまいましょうか。 

 

○菊地委員  前にもお伺いしていると思うのですけれども，初めて受けた者

にとっては，以前こうだったというのはなかなか難しいのです。だから，もう

少し具体的なことで，前はこうだったけれども，今回はどうしようという話に

なるのか，それとも，それを土台にしたもので今期はどうしようとか，そうい

うレベルのものなのかという質問なのです。 

 

○野末委員長  この議題自体は，調布の図書館にとって協議会というのはあ

るわけですけれども，協議会自体をこれからどうしていったらいいかというこ

とを皆さんから本当に自由に御意見をいただきたい。それがすぐに実現できる

か，あるいは長期的に実現できるか，実現されないかということはまた次の段

階で考えるのですけれども，調布の図書館にとって協議会はどうあったらいい

かという自由なお考えを皆さんから伺いたいという趣旨です。 

 今，お答えになっていますかね。 

 

○菊池委員  私自身の捉え方があまりはっきりしていないのかもしれないの

ですけれども，諮問に答えるみたいなのは今までもやってこなかったし，これ

からも何か事案があれば，投げかけられるような会ですよね。それに答えてい

くということの捉え方で良いのか。 

 

○野末委員長  分かりました。今までは議題があって，調布図書館から報告

があって，それに対して我々が意見を述べるというスタイルだったけれども，

そういう位置付けでいいかどうか，協議会はそういうものと捉えていいかどう

かということですか。 
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○菊池委員  協議会の今まで流れてきたのをそのように捉えていいかと。 

 

○野末委員長  分かりました。これまでそのように流れてきたけれども，そ

れで捉えて良いのかということですね。基本的に，前回か前々回かだと思いま

すけれども，協議会は２通りやり方があって，館長が諮問を出して，委員がそ

の諮問について専ら議論をして，それについて答申を出す，それをお返しする

というやり方と，調布はそのスタイルではなく，割と自由に意見を述べること

ができるスタイルなのです。ただ，本当に自由に意見を述べるといっても素材

がありませんので，その時々の運営の様子を図書館側から提供していただいて，

御説明をいただいて，それを基に我々が意見を述べるというスタイルをとって

います。ですので，議題のときにもその他というのが必ず入っていて，予定さ

れていないものでも我々は自由に意見を述べることができるというスタイルを

とっています。 

 今日のこの議題は，そうではなくて，やはり諮問をして，答申を出したほう

が良いのではないかとか，そういうこともおっしゃっていただいて差し支えは

ありません。 

 調布は今までそういうスタイルをとっています。大丈夫ですか。 

 

○菊池委員  社会教育委員のときに，ちょうど新たに切り替えがあったとき

に，やはり教育委員会から諮問があって，それに答えるという形で進めてきた

ということもあったのです。例えばそういう問題がこれから出てくるか分から

ないのですけれども，図書館側からこういうことについて諮問するので，答申

までいってほしいとか，そういうことがあったときに，基本的には協議会のあ

り方の前提として，そういうことから協議会が作られているということである

ので，そういうこともあり得るという前提で良いのですよね。 

 

○野末委員長  良いと思います。今，我々は協議会のあり方がどうあるべき

かを自由に意見を述べるという場ですので，そういう可能性もあるのではない

かとか，そういうほうが望ましいのではないかという意見も当然出すことはで

きると思います。 
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 社会教育委員の場合，諮問があって，答申を出すというスタイルということ

ですね。ほかの自治体だと，諮問をもらって，協議会で議論をして，答申を返

すというやり方をしているところも確かにありますので。という理解でよろし

いですよね。館長，どうぞ。 

 

○小池館長  この課題はどうでしょうかと投げかけた事務局としては，今ま

で図書館協議会は法律に書いてあるとおりで，館長の諮問に応じとか，サービ

スについて意見を述べると法律では決まっているので，その範囲の中で，諮問，

答申よりは，どちらかというと運営に関していろいろな御意見をいただく場と

して開催というか運営されてきたのが，多分ここ１０年以上だったと思います。

 法律はそうなっている中で，そもそも図書館協議会は何のためにあるのかと

いうことに立ち返ったときには，住民の意向を図書館運営にどう反映させてい

くかが原点にあっただろう。そのために図書館法という法律を作るときに考え

られた１つのやり方であって，それがうまく動いてきたかというのが実は限界

的課題としてあって，２回前ぐらいにお配りした資料の中で，全体的な調査を

すると開催回数は１回から６回ぐらいで，３回，４回ぐらいが大体多いかなと

いう結果だったと思うのです。果たして１回で機能が果たせるのかと普通に考

えれば思うでしょうし，６回やるとなるとなかなか大変ではないですかという

ことも，感覚的かもしれませんけれども，あったかと思います。 

 運営の仕方についてもたしか幾つかパターンがあったと思うので，調布の図

書館協議会は２０年以上やっているわけですけれども，その中で毎回期が変わ

るごとに前提としては人が代わっているということですが，今，長く続いてい

る中で，ある程度経過を御存じの方も，あるいは新しく入られた方も含めて，

図書館協議会が図書館のためにどういう役割を果たすのかというところも含め

たお話し合いをいただければ，今後の図書館協議会の仕組みを作っていくこと

に参考になるかなと思っています。 

 自治体によっては図書館協議会条例を設置しているところもあります。調布

の場合は図書館条例の中に図書館協議会を置くとあるのですけれども，併せて，

図書館協議会とはこういうものですと条例で設置しているところもあります。

そういうことによって協議会の力ももうちょっと強いと言ったら語弊があるか
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もしれませんけれども，そういうことを期待して条例によって設置していると

ころもあるので，そういうことも含めた図書館協議会のあり方を考えていただ

けると良いのかなと思いまして，委員長に相談したのが経過であるということ

です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。協議会ですべてというよりは，利用

者懇談会とか，利用者からアンケート調査とか，市民とか利用者の意見，声を

集約する仕組みが多分いろいろあると思うのです。その中の大きな１つがこの

協議会ということなので，その協議会自体の役割や運用の仕方をどうしていけ

ばより良くなるかということですね。より良くなって，図書館がより良くなる

と，それが利用者に伝わって，利用者にとってもより良いことになるという流

れをどう作るかということだと思います。 

 我々はそういう意味では自由な立場ですので，お金とか人とか手間とかはま

ずいったん置いておいて，どうあるべきかを自由に意見を述べていただいて構

わないかと思います。 

 逆に，自治体によっては１つの諮問を出して，その諮問についてしか話せな

いという協議会もありますので，そうすると，ほかのことは自由に述べられな

いのです。そういう運営をしているところもある。ただ，その代わり，図書館

側が受け取った答申についてはかなりきちんと実行するというスタイルをとっ

ているところもあります。 

 それは本当に考え方なので，ただ，調布は今はいろいろな意見を多様に集約

する，それをなるべく反映していただくというスタイルをとっているというこ

とだと思います。 

 多分，あまり硬い話にしなくて，もっとこうしたらより良くなるのではない

かとか，市民の声が拾いやすくなるのではないかということを自由に述べてい

ただければ良いかと思いますが，いかがでしょうか。 

 話の提供ですけれども，図書館の職員の皆さんの話を少しゆっくり聞く機会

があったら良いのではないかという御意見を，たしか前にどなたかからお出し

いただいていたと思うのです。たしかそういう意見が出ていたと思うのです。

個人的にはそれはとても良いと思っています。つまり，１つのテーマについて
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担当の方にお伺いすることはあるのですけれども，こういう硬い場でなくても

いいかもしれませんが，我々と職員の方ともう少し幅広いテーマでフランクに

話をする機会，どんなお考えでどんなお仕事をなさっているかを伺う機会が確

かにあってもいいかと私も思いました。 

 普段どういうお仕事ぶりかというのはなかなか分かりませんので，個人的に

は１日体験図書館員を我々がやってみるとか，多分御迷惑をかけるだけかなと

いう気はするのですが，そういうのもおもしろいかと思いました。つまり，

我々自身がもう少し図書館のこと，あるいは図書館の職員の皆さんとお仕事の

様子を知る方法はあるのかなと思いまして，そういったお話をするというのは

１つあると思うのです。皆さんなかなかお忙しいと思うので，見学とこういう

機会だけになってしまっているのですが，そういうのもありかな，あると良い

なと個人的にも思いました。 

 そんなところから，もし皆さんから御意見があればどんどん出していただけ

ると有り難いのです。館長から図書館協議会とはこういうもので，全国だった

か，ほかには，こんな自治体ではこんなことをやっていますという紹介があっ

たのは，たしか前々回だったと思います。そもそも協議会がないという図書館

も全国には少なからずありますので，調布はかなり実態的に運用されているほ

うだなと思っています。 

 御意見が出づらいときはうまくいっているのだという解釈で良いのかどうか

悩むところなのですが（笑声），もちろんもっと具体的なところで，例えばこ

の会の進め方自体の御意見でも構いませんし，それはどんなことでも構いませ

んので，調布の図書館をより良くするために，市民側，利用者側がそこについ

て御意見をお伝えする方法としてどういうのが望ましいかということだと思う

のです。 

 あるいは，もっと図書館側から重要な課題について諮問を出してもらって，

我々はそれについて集中的に討議して答申を出しましょうということももちろ

んあるかもしれません。 

 この際，開催頻度の問題とかもあって良いと思います。確かに年１回から年

６回ぐらいまで幅がありますので。 

 こういうときのためにというわけではないのですが，では，私から１つ御提
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案ではないですが，こういうのもあるかなということなのですけれども，前回，

少しお話をしたような気がします。評価の話です。図書館の運営について第三

者が評価する仕組みというのが今求められて，国の望ましい基準などでも言わ

れていることなのですけれども，今，我々は活動の様子を御報告いただいて，

その資料に基づいてこの場でそれについて御質問して，意見を述べさせていた

だいているところだと思います。 

 個人的な感覚としては，やや突っ込んだというか，もう少し細かいレベルと

いうのですか，我々も詳細に活動の様子を見て，ここはもう少しこうしたら良

いのではないかということ，どうですか，テーマごとに分担してもいいし，皆

さんの御関心のあるところだけでも構わないと思うので，この数字はとてもう

まくいっていますねとか，ここについてはもう少しこうしたらいいですねとい

うことを少し簡単なペーパーにまとまるぐらいにしてお伝えすることがあって

もいいかなと感じています。 

 つまり，何が言いたいかというと，毎年活動の様子をお伺いして，質問して

いるのですけれども，我々がそれについてどう思ったか，それを受け止めたか，

どう評価したかということを簡単なペーパーで良いので残しておくと，それを

次のときに見て，去年はこうだったよね，それについてこのように改善された

よねということが協議会側と図書館側とやり取りが見えるようになるので，

我々の意見がどこにどう反映されたということがより分かりやすくなって，つ

まり，評価は改善のためにあるので，ここが我々の意見が反映されて，協議会

として役割をうまく果たしているねということが少し目に見えるかと思ったの

です。 

 ですので，もちろん議事録は残るのですけれども，議事録というよりは，簡

単な文章で構わないと思うので，皆さんからのコメントを文章にまとめたもの

で，それを評価というかどうか分からないのですが，残していくといいかなと

思いました。 

 というのは，先ほどの議論のまとめを，報告書を書きながら思ったのですけ

れども，やはり文章化しておくと，忘れかけていたことも思い出しますし，記

録に残って後で議論しやすくなりますので，形に残すようなものがあるといい

かなと思いました。それは私の個人的な意見なのですけれども，そんなことを
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考えましたというお話です。 

 私の意見についてのコメントでも結構ですし，それ以外でも結構ですが，皆

さんからいかがでしょうか。――今日は珍しく皆さんが割と下を向いている状

態で。松澤さん，どうぞ。 

 

○松澤委員  この協議会はどこまで権限があるのかという部分も分からない

ところがあって，協議会としては図書館の運営についてどこまで言って良いの

か，運営の改善を図るためのお話をするというのもありますし，利用する方た

ちがもっと利用しやすくするためのことを考えるということもあるし，もっと

利用者を増やすためには何をすれば良いのかという，いろいろなことも考える

というのもあるのですけれども，利用者の立場でいうと，利用者懇談会という

のがあるので，実際に使っている人たちの話が出てきますよね。 

 そうすると，では，ここで何をどこまで突っ込んでいって，どこまで権限を

持って今言った評価をして，こちらが評価したものがその翌年ではちゃんと改

善できるものなのかというのを含めると，どこまで考えれば良いのか逆に難し

くなってしまったと思うのです。 

 

○野末委員長  個人的には，今日は本当に自由に意見を述べる場なので，権

限がどこまであるかということもあまり考え過ぎずに，逆にここまでできたら

良いなというのも，もしあれば出していただいたら良いと思います。つまり，

条例や法律に基づくとそこまでできないかもしれないけれども，場合によって

は，さっき館長から条例化しているところもあるという話がありましたよね。

だから，もう少しこうなったら良いのにということが確かにそうだねという話

に我々としても，図書館としても，市の側としてもなっていけば，では，条例

でも作りますかという話になるかもしれない。 

 ですので，権限ということで言えば，こういうことまで協議会の場でできる

と良いのにということがあれば，出していただいて大丈夫だと思います。何か

ありますか。 

 

○松澤委員  一番思っていたのは，この協議会は図書館をもっと知ってもら
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って，利用者が増えてもらうために考えれば良いのかなと，単純に最初はずっ

と思っていたのですけれども，ということを考えればいいですか。 

 

○野末委員長  それはとても重要なことだと思います。確かにそれもとても

重要な役割だと私も思います。そうすると，そのためにもう少し協議会でこう

いうことをしたら良いのではないかとか，図書館と一緒にこういうことを考え

たら良いのではないかということが出てくるかもしれませんし，何かあります

か。 

 

○松澤委員  何回か話した中で，分館は別にして，この中央図書館がたづく

りに入っていることがすごい縛りになっていて，独立した図書館にしたほうが

良いのではないかというのがずっと前から出ている意見で，実現不可能なので

しょうけれども，まして４階とかその上になると外から見えなくて分かりづら

いしというのがあって，せっかく駅前のいい立地なのにという蒸し返した話に

なってしまうのですが，それはやはり何とかしてほしいなとずっと思っていて。 

 

○野末委員長  そうすると，例えば今のお話だと，協議会として意見書をま

とめて市に提出するとか，よく分からないですけれども，例えばそのように協

議会としてもう少し意見を集約するような仕組みとか，市に働きかけるような

仕組みがあったら良いなとか，そういう話が今日できるといいかなと思うので

す。さっきの権限の話とも多分絡むのですよね。協議会にそんな権限があるの

かみたいな話だと思うので，実際のところは何ができるかというのは分からな

いのですけれども，それも１つのやり方だと思います。 

 本当に今日は自由な御意見なので，ここで出たことができるかできないかと

か，あるいは本当にどうすべきかということは，また次のお金のこととか，制

度のこととか，人のこととかが絡みますので，まずは自由に御意見を出してい

ただければと思います。どうぞ，お願いします。 

 

○佐藤委員  前回もちょっとお話ししたことなのですけれども，高齢社会に

なってきているということで，各図書館で認知症の方に対する対応の話も前回
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お話が出たと思うのですが，そういう問題も１つあると思いますし，私も含め

てですが，高齢化して，そういう人たちがどのように図書館を活用していける

のか，認知症にならないためにもお年寄りの方たちが本当に積極的に生活して

いけるような状態にしていくためにどんな工夫ができるのかとか，そういうこ

とはどこかで考えていかなければいけないのだろうという気がしているのです。 

 ただ，今，各図書館でどういう状態になっているとか，どういう課題がこれ

からあるのだという現実が見えていないので，先ほどおっしゃったみたいに，

もし一緒に学習会をするような場面があるのだったら，そういうこともぜひ学

習したいという，自由に言ってくださいということなので，自由に言わせてい

ただいたのですが，そういうことも１つ私は希望しています。 

 もう１つ，前回出ていたことで，図書館の利用の仕方というか，活用の仕方

はいろいろあると思うのです。だから，例えば忙しくて全く図書館に来られな

い方，私も自分が仕事をしていたときは本は買うものだと思っていました。図

書館に行く時間がとてもとれないという状態なのですが，実際にこちらに伺っ

て，例えば資料を送っていただけるとか，用意しておいていただければ，こう

いうことが欲しいのだと言えば，用意をしていただけるのでしたっけ。そのよ

うなこととか，レファレンスサービスといって，自分で探すのは大変なのだけ

れども，前もってこういうことを調べたいということで連絡しておけば，例え

ばここでこのように調べられますよという情報が得られるわけです。 

 だから，図書館に来られない方が，そういうことだったら私たちもお願いし

たいと思えるような情報がどこまで入っているのかなということも含めて，利

用者側のニーズをつかんでいかなくてはいけないかなと思うのですが，どうや

ってつかめばいいかは分からないです。ただ，そういう課題もあるのかなと思

いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。たしか前回，認知症対策というか，

高齢社会対策というのですか，話が出ていましたよね。先ほどの松澤委員の図

書館の建物をこれからどうしていくかという話も，どちらも私なりに解釈し直

すと，我々協議会の委員側からテーマを設定するというのですか，今までは比

較的調布の図書館のその時々の運用について御報告いただいて，我々が質問し
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て，意見を伝えるということだったのですけれども，今のお２方のお話は，も

しかすると，我々の側から実はこういうことが今話題になっているのではない

か，これからこうするべきではないかというイメージというか議題を我々が１

個付け加えるようなことがあっても良いのかなと受け止めました。 

 つまり，協議会としては，我々の側からも議題を加えて，それについて意見

を交わして，運営に生かしていただくというか，場合によっては意見書をまと

めることになるかもしれないし，先ほど学習会という言葉を使っていただいた

ので，図書館の方と別途機会を設けるなりして，あるいはこの会を１回分は学

習会にしてもいいかもしれませんけれども，何らかの形で図書館の皆さんと一

緒に考えて，解決策を導いていくということでもいいです。 

 それから，前回もたしか出たと思いますが，お金があればとか，人手があれ

ばということだと思いますけれども，こういう調査をしたほうが良いのではな

いかということで，我々も図書館と一緒に協力して，何か利用者の方に調査を

していくとか，そういう少し具体的なアクションにつなげていくような話し合

いの仕方をするということなのかなと思ったのです。 

 今，図書館側は，そんなことを言われても，お金も人もないぞということか

もしれませんが，多分，長期的な課題になるかもしれませんが，皆さんはいろ

いろな所属のところから代表として来られていますので，それぞれの所属のと

ころに御協力いただくなりして，なるべく今ある人手とお金でできるようなこ

とを一緒に考えていくスタイルがあっても良いのかと思います。 

 すみません，私がしゃべり過ぎているのですが，どうぞ，鍋山委員，よろし

くお願いします。 

 

○鍋山委員  先ほどの方の高齢者の認知症の対応の件なのですけれども，図

書館として，例えば高齢者の認知症の方の対応といいますと，具体的には貸し

た本が返ってこないというところで対応が大変ではないかと思うのです。そう

いうときに，その方に御電話して，本がまだ戻っていないのですがということ

で対応されていると思うのです。その割合というのがこの何年かでどのように

推移されているのかを教えていただけると助かるのです。 
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○野末委員長  これはもう御質問ですものね。どうしましょうか。今お答え

になりますか。 

 

○小池館長  数を数えるほどの数ではないと。つまり，１年に１回あるかと

いう感じで，返した返さないといったときに，今おっしゃったようなことが原

因というのも確かにあるかもしれないけれども，結果として返してもらってい

るかなと。あるいは，本人が返したとおっしゃるのであれば，実際に本は不明

になってしまうけれども，貸し借りの関係については終わらせるという対応を

現場でするので，それが数を数える，この場合はこうでしたという数は数えて

はいないです。どうもそうではないかということはあるけれども，あなたには

絶対に返してもらいませんでしたという証明はできないわけですし，実際には

後で家にありましたとか，書棚にあったりすることはありますので，結果，本

があればよかったかなという感じかと。 

 もちろん思い違いの人もいますので，すべてがそうとは言えないので，何と

も言えないですね。割合というような数ではないですね。 

 

○野末委員長  どうぞ，松澤委員。 

 

○松澤委員  認知症の方が１人で図書館に来るなどということがあるのです

か。 

 

○福島副館長  ありますが，ご自身もかなり心配で，いらして本を借りると

ころまで達しない方もいらっしゃるのですけれども，毎日のようにいらして，

中央図書館だと紛れて分からないこともありますが，分館だと，あの方がいら

したら注意して見ているケースもあります。 

 例えば，どこかのスーパーのカートを自分のもののようにして持ち歩いてい

て，図書館に来たときに，その人がそのカートがないと言っていたら，別の利

用者が図書館の外の街角，公園にありましたよとか，その方はインターネット

を使おうとするのだけれども，使い方が分からなくて，図書館に聞く。あるい

は，皆さん３０分ごとですよというルールもなかなか理解できなくて，やめて
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もらうのに苦労するとか，トイレから出てくると，身だしなみを整えてあげた

くなるような形で出てくるとか，そのように気になる方は確かにいらしていて，

そういう場合は地域包括支援センターに連絡をとって，図書館に来ているとき

に見に来てもらったりしています。カードを作っていない方だとお名前が分か

らない，毎日いらしている図書館の利用者ではありますが，本を借りることは

しない人も含めて，一定数はいらしています。 

 分館の職員を中心にどういう対応が一番良いのかと苦慮しながら，関係機関

と連絡をとりながら対応しているという状態です。 

 

○松澤委員  逆に言うと，それはある程度特定された何人かということです

よね。いろいろな人がそういう形でいっぱい来るということはないですよね。 

 

○福島副館長  ないです。ただ，貸し借りをして何か聞かれたときも，こち

らは答えたのだけれども，答えたことが次また違うことを聞いて，本当にかみ

合わないという方だと，何が原因かはこちらが突きとめることは難しいのです

が，その中に認知症の方もいらっしゃるのかなとかと思います。 

 難しいですよね。同じ本ばかり借りて帰ってという人も中にはいらっしゃる

ようです。いろいろですけれども，図書館に来てくださって，御自分で帰れれ

ば良いのかなと。本当にすごく昔なのですけれども，名札をつけた鞄を持って

毎日図書館にいらしていて，最初は本を借りていました。そのうち借りなくな

りました。でも，御家族が図書館に来ていますかと安否確認などもあるという

方が，私が本当に若いころですね。３０年も前からやはりそういう方がいらし

ていて，だんだん本を借りなくなる。御家族と来たりなどしていたけれども，

来られなくなるという事例もありますし，いろいろな方がいらしています。そ

れで，御家族は本を返せなくなって分からなくなるのだったら行くのをやめな

さいといって止められてしまう人もいるでしょうし，今はひとり暮らしの人が

増えているので，なかなかいろいろなケースがあるかと思います。 

 

○小池館長  多分，家族がいない人，つまり，独居の人が増えていて，その

方の中でいわゆる認知症気味ないしは認知症ということが社会的な状況に今な
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ってきていて，その中には図書館へ通うことが生活の１つのリズムになってい

る方もいるのだろうなと。図書館でやはり見ていなければいけないと思うのは，

衣服も含めて，普段と違う姿になってくる。いわゆる見守りをしながら，様子

がおかしい，言動がおかしいといったときには，地域包括支援センターは受け

持ちがありますから，その方に相談して，名前が分かればどこどこのだれさん

ですけれどもということをするし，分からないときには，時々来るようであれ

ば来てもらって，声をかけてもらってということをやっているのが実体で，お

一人で出て歩けないという方はそもそも図書館に来なくなってしまうので，ど

ちらかというと，まだ十分動ける人が迷ってしまうというか，私，どうやって

帰ったら良いのという人もいなくはないです。 

 

○松澤委員  図書館に来られた方が年を取られて，忘れがちだけれども，ま

だ図書館に行くというパターンが多いということですよね。若いときに来てい

ない人が年を取られてから図書館に来てそういうことにはならないですよね。 

 うちなども商売をやっていると，同じおばあちゃんとかおじいちゃんは来る

のですけれども，若いときは元気だったのに，何か最近はもうという年代も，

疲れていらっしゃるなという方もいるから，やはり前からやっていることの繰

り返しできっと図書館に行くのですね。すみません。 

 

○野末委員長  どうぞ，安本委員。 

 

○安本委員  でも，それは生活の中に図書館が核として存在しているという，

人の一生と図書館のかかわり方というのでは，通えるときまで図書館と一緒に

いる，図書館に通うあり方というのは，図書館にとっても理想であり，その人

の生活にとっても，本と一緒にできるところまで新しい知識に触れながら生活

を続けるというのは，ある意味理想なのではないかな。だから，そういう指向

がある人たちをできるだけ長く支えるというのは，図書館だけでなくて，地域

包括なども含めて社会が考えなければいけないことなのではないかと思います。 

 以上です。 
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○野末委員長  ありがとうございます。協議会のあり方として考えたときに，

今の話はとても大事だったと思うのです。１個のテーマで具体的にどうしてい

るのですか，我々のところではこうですよ，松澤さんのお店ではこうですよと

いうところから，もしかすると図書館の運営で高齢者への対策とか，佐藤委員

がおっしゃっていたのは，認知症の方がこれから増えてくるときに，どのよう

に運営ができるかということまで含めてだと思うのですが。 

 

○杉山委員  今みたいに，認知症の方の利用者をベースにして図書館のあり

方を議論していくのは非常に良いと思っていますけれども，果たして毎回その

ように定番なものが我々委員の側からうまく出てくるのかというと，私などは

任期が２年で，最初の１年はど素人なので，どうしても質問が多くなってしま

うのです。 

 だから，考え方としては，館長からの諮問を受けて答申するのにちょっと近

いのですけれども，大体年間４回あって，例えば年度の初めに図書館長から今

年の課題はこれこれだと４，５点の課題を出してもらって，それを年間で，

我々委員としてはどれを議論して，ある意味で議論を煮詰めていこうかという

ほうが非常に焦点が絞られて，私などはやりやすい。 

 自由なのは良いのですけれども，我々でテーマを決めてとなると，しょって

いる背景が皆さん違うし，学校の立場の人は学校のことを通して見るだろうし，

私はもっと広い利用者としての立場で言ってしまうので，それだったら図書館

の館長から今年はこういう課題が何点かありますと言われて，その中の１点な

り２点なりを議論していくほうがやりやすいかなという気はしているのですが，

どうですか。私の個人的な考え方です。 

 

○野末委員長  図書館側から見て，独居や認知症の方の課題があるというの

も多分あるでしょうし，皆さん背景がそれぞれありますので，それぞれの背景

からいくと，これはちょっと考えなければいけないという，両方あるような気

は確かにします。 

 

○杉山委員  とりあえず図書館から見て，今年の課題はこういうことがある
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のですよと言われると，それについては私はこういう意見を持っているという

ほうが答えやすいかなという気はする。 

 そうすると，諮問ということに逆になってしまうのかなと。今までのやり方

と違うのが良いのかどうかというのはよく分かりません。 

 

○野末委員長  分かりました。諮問という形をとるかどうかは分からないで

すけれども，今のところはそういうテーマがあったときには，議題として入れ

てはいるのですが，それも今年１年はこれでいきましょうとかと諮問に少し近

いような長期的なテーマでということですよね。 

 

○杉山委員  それがある程度あったほうが私は考えやすいなという気がする

のです。 

 

○野末委員長  分かりました。ありがとうございます。皆さんはいかがです

か。もう少し長期的な，諮問に近いような少し大きなテーマ，課題を幾つか出

していただいたほうが話しやすいのではないかということですね。どうぞ。 

 

○菊池委員  例えば今の職員でいろいろな活動をされているのだけれども，

こんなことを図書館でやりたいのですが，人的に大変だとか，そういうことが

あったら，協議会で何かできないだろうかとか考えることも可能かなと思った

のです。 

 ただ，先ほど出たように，直接かかわっている職員の方が，休みも取れない

とか，どんな状態で仕事に携わっているのかも分からない状態で，私が意見を

述べて良いのかどうかというのもありますので，今，杉山さんがおっしゃった

ように，今こんな問題があります，こんなことを今年はやってみたいと思うの

ですけれどもということがあると，例えばこんなお手伝いができる人がいます

とかという形でこの場に反映されればいいかなと。だから，両方確かに必要か

なと思うのです。 

 例えば具体的に，第三小学校に学童クラブが今まで西部児童館の分館として

あったのですけれども，今度は独立して建物ができるのです。児童館とかユー
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フォーなどで夏休み中，あそこは外が多いのですけれども，外にいるよりも中

で本を読んでいたいという子がいても，逃げ場というかスペースがないのです。

国領のユーフォーを見学したときには，本当に狭いところなのですが，ちょっ

とした本棚に本があって，畳が敷いてあって，そこに寝っ転がってだけれども，

一生懸命本を読んでいる子もいる。 

 今度できる学童クラブはどのようにできるのかな，そういう場があると良い

なと思っても，それを反映させる，設計図などもできてしまっているでしょう

し，図書館側として，子どものときから本に親しんでもらおう，それもとても

大事であって，いろいろ意見としても出ているし，みんなそうだと思って，こ

ういう「夏休みにすすめる本」とか，学校を通じていろいろな働きかけをして

いると思うのです。 

 そういう場ですね。それもすごく大事だと思うのです。どこでどのようにな

っていくのかも分からない状態で，図書館側としてはそういうことにあまり関

係はないのですよね。 

 

○野末委員長  では，上村さん，お願いします。 

 

○上村係長  国領の話が出ましたので，ユーフォーではないのですが，例え

ば国領児童館は団体貸出しの登録をしていまして，月に一度，指導員が子ども

たちからのリクエストみたいなメモを持って何十冊も選んでいるので，いわゆ

るお勧め本もありますし，ドラえもんのマンガも息抜きも必要なのでというの

で借りていって，また工作の本もというように図書館の本を借りています。 

 また，今学童クラブの数が大変増えていて，今年もまた増えるということで，

児童青少年課の担当のほうから，ともかく本が欲しい，本来ならば予算がつい

て新しい本を買えれば良いのだけれども，なかなかできないので，図書館に寄

贈があって不要になったものや，少し傷んでしまって買い換えるもので，小学

生向きのものはすべて欲しいぐらいだというので，何箱もためては児童青少年

課を通じて学童クラブに寄贈という形をしています。 

 また，図書館とのかかわりでは，それは要望があった場合なのですけれども，

夏休みにユーフォーにおはなし会に来てほしいというので図書館職員が行って，
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ちょっとお楽しみでお話をしたりというようなことをしております。 

 今，御意見をいただきましたように，今後，共働き家庭が増えている中で，

平日昼間に図書館に来られる子どもではない子どものほうが多くなっている。

それで学童クラブとかユーフォーとか，子どものいる場のほうに本を図書館が

配達する，届けるということが必要だと考えております。 

 

○菊地委員  私，飛田給小学校の近くにいるのですけれども，あるスペース

に夏休みなどは８０何人の子どもたちが来るということで，飛田給小学校の場

合，大きな部屋が１つと事務室があるだけなのですが，そうすると，本当に本

なんか読んでいられないみたいな，みんな立って何かしているみたいな感じな

のです。 

 だから，何かそこに敷居でもあって，その物陰で本を広げているとか，そう

いうのもあって良いのではないかと思うのです。新しくできるというところに

はぜひそういうのを作ってほしいと思うのと，そういうものの持っていき場所

とか，そういうのを協議会として今度新しく児童館ができるとなったときに，

意見書ではないけれども，働きかけができたらいいかな，それも１つの役割か

なと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。皆さん，いろいろな業界というか

団体からいらしているので，それぞれのところでかかわっているところをより

良くするために，それが図書館とかかわることであれば，図書館と協議会と協

力して，あるいは図書館，協議会で意見という形でお伝えしたりとか，図書館

とうまくつないで働きかけていただいたりということはあり得ると思いますし，

そういう協議会のスタイルもあってよろしいのだと思います。 

 時間的なものではなくて，結局，今日の話はこうでしたねということを後で

振り返らなければいけないので，ちょっとまとめっぽくなってすみません。前

段におっしゃっていたように，協議会としてここに来て話をするだけではなく

て，もうちょっと何かアクションを起こすようなことを図書館と一緒にできれ

ばと受け止めたのです。よろしいですか。 
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○菊池委員  連携協力というのは，やはり行動を伴うことなので，何かもし

できるのであれば…… 

 

○野末委員長  我々も一緒にやれることということですね。分かりました。

ありがとうございます。実際にそういう協議会もあります。 

 雑談ですけれども，本当に何もしない協議会はここで意見を言って，こうい

う報告書も，今回は何と我々協議会の側が作ったのですが，これも事務局が作

文してまとめてしまって，我々がそれをふんふんと意見を言うだけという協議

会も，世の中というか，ほかの自治体だとありますので，我々は比較的誠実に

協力しているほうだと思います。もう少し皆さんの御意向が合えば，では，ち

ょっと一汗かきますよとか，一緒にどこかにつなげますよということはあって

いいかなと私も個人的に思います。ありがとうございます。お願いします。 

 

○深沢委員  行動する協議会だったかな。今度の秋に利用者懇談会がありま

すよね。そういったところに積極的に出て，いろいろな方と始まる前にでもお

しゃべりして，図書館に何か希望があるかどうか聞くというようなことも大事

だなと思いました。 

 それから，全然関係ない話なのですけれども，先日テレビを見ていましたら，

こんなに暑いから，公共施設とか，ショッピングセンターとか，図書館に行っ

て涼を求めるというか，１日中朝から晩までいられるからとその方は言ってい

たのですが，そうしたときに，ここの図書館では受け入れるスペースがないで

すよね。でも，それを聞いていた方は，そうか，図書館へ行けば涼しいなと。

ただそれだけで見える方は，空きがないところをどうしたら良いのかな，やは

り図書館は空きがないから無理だなと思われても残念だなと思うのです。 

 今おっしゃってくださった新しい施設ができるなら，子どもや独居老人では

なくても，私たち家族があっても，ここで避暑ができるようなスペースが欲し

いと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。確かに夏はそういう方もたくさんい

らっしゃると思います。どうぞ。 
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○松田委員  ここのところ暑いもので，放課後ユーフォーとか，外遊びや体

育館でも遊べないので，結局，室内でＤＶＤを見せたりということを杉森の場

合はしているのです。そうしますと，そのように把握している学童さんは良い

のですけれども，今，規制緩和で本当にいろいろな，民間の保育園もこんなと

ころに保育園なのみたいなところで子どもを預かっていて，そうしたら，本の

近くにいられるのかなということがすごく心配なのです。 

 学童クラブで先輩たちが後輩にというか，うちの子たちもそうなのですけれ

ども，何か嫌なことがあったら，本の小さなお部屋があるのです。本当に古び

た本がいっぱいなのですけれども，そこに行ってこもるというか，そういう本

のところに行けばいいよと言っているのです。 

 だから，そのように心をちょっと静める場所みたいなことで，私たちが考え

ている公共だけでなくてもいろいろなところにいるので，なるべくいろいろな

子どもたちに本が届くと良いなとすごく感じます。 

 

○野末委員長  本の部屋にこもると。 

 

○松田委員  けんかしたりしたら，そこに行けば良いと言っているのです。

確かになと思って。 

 

○野末委員長  おもしろいですね。深沢委員もおっしゃっていたように，ち

ょっと涼みに行くといっても，調布は分館がたくさんありますし，子どもにと

っては児童館とかユーフォーとかいろいろな場所が実はあるのですけれども，

それが十分に知れ渡って使われているかというと，そうではないかもしれない

ので，もしかすると我々がそこに働きかけてというのがあるかもしれないです

ね。大作委員，お願いします。 

 

○大作委員  ちょっと戻るのですが，杉山委員のお話を伺っていて，私が任

期にかかわってからは，割と図書館側からテーマをいただいて，それについて

みんなで議論，意見交換してきたかなと思っているので，私自身は，最初は分
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からないことが多くて質問もたくさんさせていただきましたけれども，進め方

としてはやりやすかったと思っています。なので，答申とか諮問という関係性

がなくても，役割としては今の形でいいかなと私は思っています。 

 そうすると，利用者懇談会との位置付けがどのように役割分担していくのか

なというところで，もしかすると，これまで利用者懇談会の結果といいますか，

何人参加でというのも伺っていると，そんなに多くない中で，積極的に来られ

ている方だと思うので，例えばこの委員の中の２席ぐらいを公募にするとか，

他市の例というのがどういう実体なのか分からないのですけれども，公募とい

うやり方もあるのかなと。定期的に積極的に協議会に参加するという方がいて

くださっても良いのかなと思っているのが１つあります。 

 もう１つは，連携協力というところで，菊池委員が言われたように，何か一

緒にできることはないかなと思ったときに，私もできるだけ調布の図書館を有

意義にというか有効にたくさんの人に活用してもらいたい。けれども，登録者

数が年々減っていくとか，貸出しが減っていっているというのを毎年聞くにつ

れて，今利用していない人たちはどういうところにニーズがあるのかを知りた

いなと。それを基にして何ができるかを考えたいなと常々思っているので，お

金はかかりますが，来館者の調査とは別に，どのぐらいの規模になるか分から

ないですが，市民を対象にした抽出のアンケート調査とか，はがき１枚で往復

でできれば１００円で――今は１００円じゃないのか――できるというところ

で予算を確保していただくとか，その中の結果の分析といいますか，集計とか

を多分，野末委員長も得意なので，私なども割とした経験があるので，お手伝

いしながら，委員の方々に意見を言っていただくという調査をぜひしたいなと

個人的には思っています。 

 来館者調査も良いなと思うのですけれども，今利用していない方に，多分，

若い方も中高生も高齢者の方もそれぞれ何かもっとこうだったら，例えばライ

トノベルがあったらもっと来るのにとか，いろいろあると思うのです。それを

全部聞き入れるわけではないですが，では，こういうアプローチをしてみよう

かという調布の新しいサービスにつながるようなことがそこから広がるのでは

ないかと思うので，予算はおいておいての意見ですけれども，そういうことを

したいなという思いがあります。 
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○野末委員長  枡委員，どうぞ。 

 

○枡委員  とても賛成です。今出ているいろいろな話題は子どものこと，そ

れから高齢者のことで，大体同じようなことだったと思うのですけれども，そ

れと図書館の利用者数が減っているとか，いろいろな課題があると思うのです。 

 ですから，図書館側が何を課題としているのか，今いろいろな部署からの代

表が出ているわけですから，そこに何をお聞きになりたいか，何の知恵が欲し

いのかというところでやっていただけると，答申とか何かではない問題として，

今抱えているのはこういうことの課題で，こういうことなのだということを投

げかけていただいて，私たちとしては，学校としてはこうですよとか，今ここ

だから，それから何か見えてくることがあるのではないかなと思うので，協議

会のあり方としてはそれを望みます。年４回の中なので，明確な課題を示して

いただきたいということを願います。 

 

○野末委員長  分かりました。何となく持っていくところが見えつつあるよ

うな気がします。もちろん日々の運営の話も出るのだろうと思いますけれども，

今までもそうだったのですが，課題がいつまで続くかとか，そういうことがあ

いまいだったところがあるので，今年はこれですとか，２回でこれができます

とかとして，それを我々に投げかけるような形で課題が出たり，あるいは我々

の側から，それこそ皆さんはそれぞれの背景がございますので，例えば学校で

今こういうことが問題になっていて，それを図書館としては何とかできないだ

ろうかということ，逆に委員の皆さんから持ち寄る課題もあるかもしれません

よね。だから，そういうものを出して，では，これについては今年１年かけて

一緒にやっていきましょうというようにしてやり取りしていくというのは，そ

れはもう少し今の中でも明確にしていく手はあるかなと思いました。 

 それから，ニーズ調査のお話なのですが，多分，これからお金を取っていく

と少し先になると思うのです。ここは私の単なるアイデアですが，皆さんそれ

ぞれ普段の活動のフィールドをお持ちですので，アンケート用紙なりなんなり

さえ印刷できれば，ちょっとお配りいただいて，お集めいただくという手がな
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くはないかなと思います。それだけでも，数はそんなに集まらないのかもしれ

ないですけれども，皆さんの周りの御関係の方に，とりわけ図書館にあまりご

関心のない方とか，行かれていない方とかにもお話を伺っていただくと，そん

なにコストはかからずにニーズの一端が拾えるのかなと思います。 

 もう少し無作為で本当に市民の皆さんにお尋ねしてみたいというのは私も強

く思いますが，多分，はがきでも１通１００幾ら今掛かるのですかね。数と予

算には限りがあるかと思いますので，もちろん検討していただきたいところな

のですけれども，ひとまず我々が行動する協議会としては，皆さんにお手数で

すが，御無理のない範囲で，それぞれの周辺というか，皆さんの普段のフィー

ルドの方々に御協力をお願いいただいて，アンケートなりなんなりをしてみる

のは１つの手かなと思います。 

 逆に，その中から課題が見えてくるかもしれませんし，こちら側の持ってい

る課題の解決策のようなものがそれぞれのところにあるかもしれないしと思い

ました。大体そうすると我々が集計するということになって，宿題が増えるわ

けなのですけれども，安本委員，どうぞ。 

 

○安本委員  今，委員長がおっしゃったアンケートの方法ですけれども，今

の時点では無作為にばっとまくよりは，生の声が集まるのではないかなという

気はします。無作為で抽出した人たちにアンケートを回収するとなると，多少

でもやはり関心のある人しか返送してこないのではないかなと思うのです。 

 別の団体でアンケートの書き方，こんな好意的な御意見ばかりいただいてい

ますという報告があるのですけれども，それは関心のある人だから評価したい

という気持ちを伝えるためにアンケートを書いてくださったのであって，関係

ないやとか，不満があったりすると，そんなにそこに気持ちが入り込んでいな

いと，まずは返送してこないのではないか。そうすると，潜在的な来ない人の

声を集めるのはなかなか難しい問題だとその報告を聞いていて私は思ったので

す。 

 ただ，個人的なつながりで１人１０枚ずつでも回収してくれば，中には図書

館は行ったことがないわよという方もいると思うのです。そういう人にとにか

く書いてよと言って回収してくると，そこになぜ足が向かないかという声が１
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つ，２つでも入ってくるのではないかなという気はいたしました。 

 

○野末委員長  もしかすると，アンケートをお配りいただかなくても，皆さ

んが普段のそれぞれの団体で，会議でもいいですし，お茶のみ話でもいいです

が，そのときに図書館についてどうですかという話を出していただく，いわゆ

るインタビューという調査の手法だと思うのですけれども，そういう中で本音

の意見が出てくることもあるかもしれませんね。飽くまでも我々が検討の材料

とするものなので，どんなことでも，ちょっとしたことでも良いと思うのです。

そういう手もあるかなと思います。 

 確かに無作為だと，ある程度関心がある方，逆に苦情がある方が集まりやす

いという，それも１個の傾向なのですけれども，あるのかもしれませんね。あ

りがとうございます。 

 それから，先ほど公募の委員のお話が出たのですけれども，利用者懇談会は

なかなか集まりがというか，回数の問題もあると思うので，どのように選ぶか

ということは置いておいて，一般の市民の方から手を挙げた方なのか無作為な

のか分からないのですが，こういう場に出てきていただくことについては，皆

さんいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○安本委員  私はいいことではないかと思います。自分で手を挙げる方でも

無作為の方でもとおっしゃいましたけれども，何らか図書館とかかわりたいと

いう方がいらして，意見を述べたいという機会があるということは大切なこと

ではないかと。このように何かの団体からの代表でないと意見が述べられない

というのもちょっとおかしな話ですし，方法があれば良いなと思います。 

 

○野末委員長  何となく皆さんうなずいていらっしゃるように見受けられま

すが，今のところ，学校教育関係者か社会教育関係者，家庭教育関係者，学識

経験者という４枠で，今，学識経験者が市民の意見を集めるのに使っている枠

だと思うのですけれども，この枠を変えるかどうかは別として，うまく運用す

ればやり方はあるのかなと思います。 

 それから，現在の条例だと，委員という形ではなくても，別の方，そうでは
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ない方をお呼びして意見を伺うという仕組みは実はあるのです。委員長は，運

営上必要があると認めるときは，委員以外の者を協議会に出席させ，意見を聞

き，資料の提出を求めたりできるという規定がちゃんとあるので，もしかする

と，利用者懇談会にいらした方とか，それ以外の市民の方でも，ここにいらし

ていただいて，意見を述べていただいたりという１個ハードルを下げるやり方

もあるかもしれません。何らかの形で市民の方，各団体，各枠の代表のではな

い方にもお越しいただく方向も少し検討して良いのかなと私も受け止めました。

ありがとうございます。 

 とてもたくさんいろいろな意見が出て，私もまとめながらしゃべり過ぎてい

るのですけれども，大分話が盛り上がってきたところなのですが，ほかにいか

がでしょうか。協議会のあり方として，運用の仕方，あるいは協議会以外の利

用者懇談会等，アンケート等も含めて，市民，利用者の意見，ニーズの把握，

集約，反映の仕方についてなのですが，いかがでしょうか。今日すべて解決と

いうわけでもないので，一応ある程度今日の意見を基に，こんな意見が出まし

たということを図書館側とも相談しながらまとめて，次回，少し振り返る形で

よろしいですか。図書館側もよろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 お金とか人手とか時間が掛かるものはもちろんたくさんありますし，実現に

直結しないものももちろんありましたけれども，積極的に取り入れていくと良

いなと私も受け止めた意見もたくさん出ておりましたので，ありがとうござい

ました。 

 では，今日のことを踏まえて相談させていただいて，次回，また確認と追加

の御意見がありましたらコメントをいただければと思っております。ありがと

うございました。 

 でも，ひざを突き合わせて会話するのはやってみたいですね。認知症の話題

とか，子どもたちの話題とか，テーマを絞って，実際のところはどうなのとい

う話は，さっき安本委員が最後にまとめてくださったように，本質的な意見に

もしかしたらたどり着きやすいやり方なのかなとも思いました。 

 ですが，今日のまとめは，行動する協議会ということになりましたので（笑

声），皆さん，もしかするとこれから宿題が増えるかもしれないということは
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ちょっと御承知おきいただければよろしいかと思います。ありがとうございま

す。 

 それでは，今日はあと報告が幾つか残っておりますので，議題の第３号を終

了いたしまして，議題の第４号，報告事項に移りたいと思います。４件ござい

ますので，すべて報告が終わってから一括して御意見，御質問を承りたいと思

います。 

 まず，議題の第４号のアです。「図書館だより ２０１８夏 Ｎｏ．２４８」，

それからイの「ぶちねこ便 ２０１８年７月号」について，五十嵐係長から御

説明をお願いします。 

 

○五十嵐係長  それでは，資料１の「図書館だより ２０１８夏 Ｎｏ．

２４８」について御説明したいと思います。 

 図書館だよりは年４回発行しております。６月２５日に発行いたしましたこ

の号は「子どもと読書」を特集しております。開いていただきますと，「子ど

もといっしょに ようこそ図書館へ ～図書館デビューしませんか？～」では，

いろいろな働きかけを書かせていただいております。４ページ目を見ていただ

くと，「ご家庭で読み書かせをしましょう」では，「読み聞かせのコツ」なども

お伝えさせていただいていまして，５ページ目の「保育園・小学校・児童館な

どで絵本の読み聞かせをしている方へ」では，「ぜひ図書館へご相談くださ

い！」という案内や，こういったサービスをしていますよというような働きか

けも書かせていただいております。こちらは１，４００部発行しております。

これが資料１となります。 

 資料２は「ぶちねこ便」です。中学生の交流と図書館利用の促進を目的に，

中学生による中学生のための通信となっております。４００号の発行になりま

して，特集の「４００歳まで生きられるとしたら」では，開いていただくと，

中学生の記者たちがもし４００歳まで生きられるとしたらというようなことを

書いていただいています。ビブリオバトルの結果や，詩，イラスト等，そうい

った発表の場になっております。こちらは３９０部発行いたしております。 

 以上です。 
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○野末委員長  ありがとうございます。 

 それでは，議題第４号のウ，「夏休みにすすめる本」，それからエの「図書館

で調べものをするときに…」についてです。こちらは上村係長から御説明をお

願いいたします。 

 

○上村係長  では，資料３の「夏休みにすすめる本」を御覧ください。こち

らは１・２年生，３・４年生，５・６年生の３種類を作成して，市立小学校を

通して全児童に配布するほか，図書館でもお配りしています。掲載する本は原

案を図書館で作成して，調小研で意見をいただいて決定しています。７月７日

から中央図書館と１０の分館で展示を開始しましたところ，夏休みに先立って

既に多くの本が貸し出されています。 

 例えば『ニワシドリのひみつ』という本なのですが，鳥の分類の棚にあった

昨年１年間一度も貸出しがなかったような本なのですが，「夏休みにすすめる

本」のコーナーに置いたことで目に留まるようになって，全館で貸出しが既に

多くなっておりまして，手ごたえを感じているところです。 

 次に，資料４の「図書館で調べものをするときに…」を御覧ください。こち

らは市立小学校を通して中学年向けを３年生，高学年向けを５年生に配布する

ほか，図書館でもお配りしています。こちらも調小研と図書館が協働で作成し

ています。役割分担としては，調小研の先生方にテーマを出していただいて，

図書館で関連の資料を紹介しています。 

 テーマは大きなテーマと，さらに絞り込んだ小さなテーマがあります。例え

ば高学年向きで「オリンピック・パラリンピック，世界の国々」という大きな

テーマでは，絞り込んで，オリンピック・パラリンピックの歴史，競技のルー

ル，開催地という小テーマになっています。今後も年に１回テーマの見直しと

資料の追加をして改訂していく予定でおります。 

 また，関連事項として１点追加の御報告があります。オリンピック・パラリ

ンピックについては，オリ・パラ教育ということで大変問い合わせも多いので，

もっと網羅的に資料を載せたリストをというところで子ども向けの関連資料を

多く掲載したオリンピック・パラリンピックの本というリストを先頃作成いた

しました。各図書館で配布するほか，小・中学校にもお送りしております。 
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 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。それでは，議題の第４のアからエ

について，御意見，御質問のある委員の方は挙手をお願いいたします。いかが

でしょうか。じろ大活躍ですね。じろだらけになっています（笑声）。「ぶちね

こ便」も充実していますし，夏休みの本もいいですし，「調べものをするとき

には…」は非常に内容が良いのです。テーマ決めから最後の調べものまで，大

学生でも使えるような内容なのです。こういうのを拝見すると，やはりこんな

いい活動をしていると市民の皆さんにもう少し伝えたくなりますよね。いかが

でしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございます。よろしければ，ちょうど予定の時間で，過去まれに

見る予定どおりに進んでいる会ということになりますが，では，以上で議題の

第４号，その他は終了とさせていただきます。 

 以上であらかじめ用意された議題はすべてなのですが，皆様から何かござい

ますでしょうか。よろしいですか。――副館長が胸からぶら下げているじろは

どうやったら手に入るのかとか，そういう質問はよろしいですか（笑声）あれ，

すごく良くできているのです。 

 

○福島副館長  ほかにつけている人も，今はいないでしょうか。 

 

○野末委員長  今日は副館長さんだけです。ありがとうございます。 

 それでは，議題は以上ということで，事務局から連絡事項をお願いします。 

 

○事務局（緒方）  それでは，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３回の開催は１０月１８日木曜日，予備日といたしま

して２５日を予定してございます。場所は，たづくり１０階，１００１学習室

でございます。時間につきましては，同じ午後２時から４時までとしておりま

す。 

 本日御出席の皆様の御都合がよろしければ，１０月１８日に決定したいと思
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いますが，いかがでしょうか。――では，よろしくお願いいたします。 

 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。今回は鍋山委

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す。委員の皆様には議事の進行に御協力

いただき，ありがとうございます。御礼申しあげます。非常にスムーズに進む

ことができまして，私も坂を走らなくて済むかもしれないという状態でござい

ます。 

 今日は実は非常に貴重な御意見がたくさん出たと私自身は受け止めておりま

す。協議会のあり方を通して図書館のあり方というか，そういうことを皆さん

が語られた会になったのかなと思いますので，これをうまく生かしていけるよ

うに図書館とも相談しながら，次回以降，生かしていこうと思っております。

論点をまとめながらですので，しゃべり過ぎたことについてはお詫びをいたし

ます。 

 それでは，これをもちまして平成３０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。 

 

                            ――了―― 

 


