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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３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，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  御多忙の中，お集まりいただき，ありがとうございます。 

 今年の夏というのは異常気象という言葉では言えないぐらいすごく暑い，毎

日夏日だとか真夏日などという状況が続いて，ところが，このところはめっき

り秋めいてきたなという感じがしています。 

 災害ということで言えば，想像以上の，車が転がるなどということが自分の

目で見る――テレビですけれども――などということがあるなんて，これまで

映画の世界だと思っていましたが，大変な状況でこれまでの経験が役立つよう

なことではないということを我々は経験してきたのかなと思っています。 

 先日，７月の末ですけれども，高知市内に市立図書館と県立図書館を１つに

したオーテピア高知図書館がオープンしました。縁があって先日訪問してきま

した。事前に聞いていたときには県と市が一緒の図書館になるとは一体どうい

うことだろうとか，役割分担も含め，どんなことになっているのだろうと正直

思っていたのですが，もちろん施設が大きくなっているということでは，立派

な図書館だなと思いましたが，加えて，やはりサービスをどうしようか，それ

を実現するための設備，窓口の作り方だとか書架の配置の仕方をしっかり考え

られているというようなことでありました。 

 その中でも高知にとって大事なこと，考えなければいけないことの１つには，

南海トラフ地震があります。それへの対応，対策を高知の人はずっと考えてい

なければいけない。図書館が地震に関する話とか防災，減災に関するような資

料を集め，それも本だけではなく，雑誌，リーフレット，いろいろな立場のと
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ころから発信されるものを集めて，それをしっかり見せていけるというような

コーナーや表示があったということが印象的でした。 

 もう１つ，図書館と先ほど申しあげましたけれども，図書館だけではなくて

点字図書館と子ども科学館が一緒の施設になっています。その中で点字図書館

で言えば，いわゆる視覚障害の人を中心にしたということになるのですけれど

も，その場合でも点字本が置いてあるということだけではなく，今回は，例え

ば視覚障害の人が生活する上で役に立つ，あるいは情報を得るために役に立つ

とか便利なものといういろいろな機器のたぐいも展示してあるのです。多分使

い方もアドバイスするのだと思うのですけれども，そうすることで，そういう

ものがあるということを当然当事者の方は知ることもできるし，一般の方も知

るということで，理解が進むのだなと思ったところです。 

 また，盲導犬を連れている方がいます。盲導犬にもやはりトイレをする時間

があるわけです。盲導犬用のトイレが屋外ですけれども，用意されていて，あ

れは何だろうなどと思うと，介助，介護をする動物のものがあるというのも印

象的でした。 

 もう１つ，高知市に続いて，梼原，そちらも見せてもらいました。高知市か

ら車で２時間以上かかるのです。隈研吾さんという建築の方，今ちょうど国立

競技場を作って有名になっていますけれども，その方が縁あって梼原では３０

年ぐらい公共施設を作っているのです。その中で，今回はゆすはら雲の上の図

書館という名前の図書館を作ったと。町なのですが，人口３，６００人です。

産業が何か正直よく分からないのですけれども，そこで暮らすためには林業だ

とか農業なのかなというところなのですが，そういうまちで図書館が作られて

いて，ホームページなどを見ているとまちはＩターンを期待するのです。自然

いっぱいだし，子どもを育てるにも環境もいいだろうということで，そういう

人たちを呼び込むような仕掛けの１つに，保育所だとかそういうものも作って

いますが，そこに図書館を作ろうという話になったようでした。 

 環境もすごくよくて，子どもが集まるであろう保育園があって，反対側はか

なり大きい芝生なのですけれども，そこを挟んで図書館が建っている。ちょう

ど行った日が天気がよくて，私も今までそういう図書館を見たことがないので

すが，掃き出し窓に相当するものがぱっと開いているのです。芝生から図書館
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にずっと入っていける。玄関は別なのです。そこからずっと入っていけるよう

な開放的なところで，お弁当を食べていたりしていて，違うなと思いました。 

 図書館の中は土足は駄目なので，１回靴を脱いで上がるのですが，それも考

え方なのでしょうけれども，物を大事にするという意味では，幾つかそういう

図書館もありますが，上履きで上がってもらうようにしています。そういう図

書館もあるのだというのをこの前高知に行って見てきたところです。 

 もう１つ，そこの図書館は本の並べ方が普通に分類番号，記号で並べている

のではなくて，テーマで並べるのです。生き物だとかなんとかというので集め

るのですけれども，テーマの設定の仕方も梼原にとって意味のあることを並べ

ていて，その中でこういう企画があるのだなと思ったのは，龍馬脱藩の道の１

つになっているのです。そうすると，「脱」という字があります。脱藩だから

脱ける。「脱」という字が入っている本を並べるというコーナーを作っていて，

それが本棚で一連分というか，かなりの本の量があって，そういう本の選び方

を，あえて「脱」という字で，書名のどこかに「脱」という字が入っているも

のを探してくるということで，そこに固定してしまうらしいのです。 

 いろいろな図書館のあり方があるなと思ってきたところです。調布は調布で

以前からここでもお話しいただいていると思いますけれども，調布には調布の

よさというかやり方がある中で，その中でもそういう利用者ニーズみたいなと

ころも考えながらこれからも進めていきたいと思います。長くなりましたが，

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。 

 なお，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２回調布市立図書館協

議会議事録（案）」。 

 資料１「図書館利用状況報告書平成３０年４月～平成３０年９月期」。 

 本日机上配布しております資料２「調布市立図書館協議会の今後のあり方に

ついてメモ」。 

 資料３「調布市立図書館利用者懇談会」。 
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 資料４「図書館だより２０１８秋」。 

 資料５「中学生にすすめる本２０１８」。 

 資料６「子どもの本に親しむ会」。 

 資料７「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」。 

 付番はございませんが，机上配布いたしました「調布市立図書館職員研修の

ご案内」，こちらがＡ５サイズのものになります。 

 最後に，こちらも付番はございませんが，「とうきょうの地域教育」。 

 以上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  では，改めまして，平成３０年度第３回調布市立図書館協議

会を開会いたします。 

 改めまして，こんにちは。今日は久しぶりに日差しが気持ちよくて，なかな

かいい中で，窓を締め切るのはちょっともったいないのですが，梼原のように

開けてやろうかと思いますが，小池館長とは高知では入れ違いになったらしい。

――ですよね。 

 

○小池館長  恐らく。 

 

○野末委員長  いらっしゃると聞いていたのですが，お会いできませんでし

た。 

 図書館に対する世の中というのですか，皆さんのとらえ方がちょっとずつ変

わってきているような気がするのです。本当に本を読む，借りる場所というこ

とだけではないものを求めるようになってきているのかなと思います。それに

こたえていく図書館がちょっとずつ増えていて，特に公共図書館の場合には，

求めるものが地域差みたいなものがあるのです。産業ももちろん違いますし，

気候も違うし，それから住んでいる皆さんがそもそも違いますので，そういっ

たところをどう受け止めていくかということがますます重要になるのだろうと

思います。「脱」の字も，その地域の皆さんにとっては，それがアイデンティ

ティーみたいなものに多分なるのだと思います。だから，いろいろなあり方が
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あっていいのだろうと思います。我々は調布の図書館についてどうあるべきか

ということを常に念頭に置きながら議論していければと思っております。本日

もよろしくお願いいたします。 

 では，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

からお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  大作委員におかれましては，今のところ御連絡をいただ

いておりませんので，こちらに向かっていると思われます。１０人御出席いた

だいていますので，調布市立図書館条例施行規則第１７条第１項に規定されて

おります定足数に達しております。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。定足数に達しているということです

ので，引き続き進めてまいります。 

 審議に先立ちまして，本日の案件について非公開とすべき議題があるかどう

かお諮りします。通例と同じですので，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。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。では，御異議ないものと認めます。 

 また，本日の傍聴者の定員ですが，いつもどおり５名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。 

 

○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。事務局は議題の第１号が終わりま

したら御案内をお願いします。 
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 それでは，早速議題の第１号です。「平成３０年度第２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，１箇月ほど前です

か，開催通知と併せて事務局から送付を受けております。委員の皆様には既に

御確認いただいていると思いますが，修正の申し出はございますでしょうか。

文字に残してはいけないことを話してしまったということがもしあればこの場

で。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは，修正の申し出ないということで，署名により確定したいと思いま

す。それでは，事務局は署名の手続きを進めてください。前回指名を受けたの

は鍋山委員ですか。後ほど御署名をお願いいたします。 

 以上で議題の第１号を終わります。 

 では，事務局は傍聴希望者を御案内してください。 

     （傍聴者入室） 

 それでは，進めたいと思います。今日はいつもに比べて少し時間に余裕があ

るかと思いますので，私も早口をなるべく控えながら進めたいと思います。 

 議題の第２号は「平成３０年度上半期の利用状況報告について」です。こち

らは小池館長から御説明をお願いします。 

○小池館長  では，資料１に基づいて説明をさせていただきます。今年４月

から９月までの利用状況ということであります。 

 表を見ていただいて，一番下のところが前年同期の増減ということになりま

すけれども，注目といいましょうか，見ていただきたいところとしては，１つ

には新規登録，児童のところです。これは年齢が１２歳までの人がどのぐらい

登録しているかということになりますが，ここが前年よりも４３８人増えてい

るという状況にあります。詳しく見ていただくと，４月，６月，７月は２００

人台のところが，５月は４２９人と，４００人ということで，２倍とはいきま

せんけれども，増えているということがあります。ここは後ほど児童奉仕係長

にコメントをしてもらおうかなと，いきなり振ったりするのですけれども，前

回の協議会でも少しお話ししたかもしれませんが，子どもの登録を増やそうと

いう取組をしたところでありまして，その結果がこういう数字に表れたという

ことがあります。 
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 このところ利用自体が毎年減少している中で，傾向として見ると，新規登録

者が増えると継続して登録，利用する方が増えるという傾向があって，その場

合には利用が増えるといいましょうか，減り方が弱まるという傾向があるとい

うことが分かっていて，どうやったら新しい利用者を増やしていけるかという

ことを考えていたところですけれども，数字としては少ないかもしれませんが，

少し効果があったということがあります。ここが今回は特徴的かと思います。

もう少し詳しい取組について，この場で少し補足してもらっていいでしょうか。 

 

○上村係長  １回目の協議会のときにもお話をしたのですけれども，新規登

録を増やす試み，特に赤ちゃんからカードが作れるのですよということをアピ

ールするということで，じろのシールラリーというのを行いました。期間中に

図書館に来てくれたら，子どもが本を借りたらシールを１枚はるというものな

のですけれども，併せて新規登録したら特別なシールがもらえるというところ

で，これまでお父さん，お母さんのカードで子どもの本を借りていたという御

家庭でも，では，この子のを作ったら，このシールがもらえますねということ

で，赤ちゃんや小さいお子さんもカードを作っていただけた。それで作っても

らった子どもがとてもうれしそうに自分の名前のカードということで，また図

書館へ行こうよと言ってくれたというのが新規登録が増えた要因だと思います。 

 以上です。 

 

○小池館長  続けて。同様に今深大寺分館でちょっと方法は違いますけれど

も，クイズに答えたら，ガチャと呼んでいますが，ガチャガチャが１回やれる

というのをやってみて，それで出てくるものがプラ板で作ったじろの……プラ

板はお分かりですか。プラスチックの小さい板にじろの絵をかいて，マスコッ

トになるような感じのものをガチャガチャの中に入れて，ガチャガチャがやれ

るのは，クイズに答えて正解したら１回やれるよというのをやって，ちょっと

今数字を覚えていないのですけれども，四十何人とかとたしか記録を報告して

くれているのですが，そういうことで，やはり図書館への親しみというものを

少し演出しながら取り組んでいるということも１つあります。 

 その結果が少しでも貸出しという利用，本を読んでもらうのが最終的かなと
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は思いますけれども，図書館に来る楽しみということを演出することも今取り

組んでいるということを併せて報告させていただきます。 

 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，御質問等ござい

ましたら。いかがでしょうか。伺ってよろしいでしょうか。そのガチャは大人

でも参加できるのですか。 

 

○福島副館長  やはりやりたいという方がいて，大人でもできるそうです。

大人でもクイズの全問正解は難しい。絵本のタイトルを書くようなのですけれ

ども。 

 

○小池館長  それも『このほんよんで！』という私たちにはすばらしいツー

ルがありますので，それを活用して，そういうものを使いながら絵本を選んで

いく。何でもいいという話ではない。さらにその本に結び付けていこうという，

結構凝った仕組みというか，仕掛けにしています。 

 

○野末委員長  それは深大寺でうまくいったら全館に広がったり，あちこち

を回ったりするのですか。 

 

○小池館長  同時に作れればいいねということは思ったのですが，一緒に本

を並べておく必要もあったりすると，本は借りられるので，もし仮にやるとす

れば，深大寺が一定期間終わったら次は別の分館というように巡回しようか担

当とは話したことはありますので，恐らくそうなるのではないかと思います。

あと，ガチャガチャを作らなければいけない。 

 

○福島副館長  ガチャガチャは夏休みの工作の本に載っていたもので，段ボ

ールでガチャガチャを作って，カプセルだけは職員たちが家から持ち寄ってと

いうことで，手作りでやっています。 
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○小池館長  機械を買ったわけではなくて，夏休み工作の本に，いろいろ作

るものが載っていると思いますけれども，その中にガチャガチャがあったとい

うことで，それが手作りということです。 

 

○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。お願いし

ます。 

 

○杉山委員  今の児童に対する伸びというのはよく分かったのですけれども，

それに引きかえ，成人の方はいずれも伸び悩みというか，かなり減っているよ

うな気もするのですが，図書館としてはいろいろシールラリーに代わるような

成人に対する呼び込みの何かをやってはいるのでしょうが，前回も言いました

が，文字文化に対する興味が減っているのかなと。やはりそういうことが減っ

ている原因なのでしょうか。 

 

○小池館長  別の場面でもお話ししたことがあるのですけれども，本を読む

人が減ったというよりも，図書館で本を読む人が減ったという方が正しいのか

なと。本を読む人が減ってはいないようなのです。本というか，情報を文字か

ら得るということをしなくなった人たちが増えているというよりは，もちろん

インターネットも文字ですし，あるいは図書館に来なくても，ある程度の情報

は得られる状況になってきているので，図書館を利用する人が減っているとい

うのは，そちらの方の要因が強いのかなと思っています。 

 ここからは想像ですけれども，中央図書館は比較的長く開けてはいますが，

それでも自分の生活時間に合っていない人が離れていっているのか，インター

ネットとかである程度の情報が入ればよろしいというようになってきているの

か，あるいは本は買って読んでしまうのか，その辺の消費行動的な部分は分か

りませんが，読書調査などが毎年行われています。調布に限ってやっているわ

けではないので，全国的傾向でしかありませんけれども，そこで見ても，そん

なに本を読まなくなったということはない。 

 大学生が本を読まないというのでニュースになっていますけれども，そんな

ことはなくて，大学で本を読んでいない大学生はあり得ない話で，ただ，それ
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を聞き方として，読書をしていますかと聞かれると，自分がやっている行為が

読書だと思っていなければ読書はしていないと。例えば授業のためにテキスト

を読んでいますかという聞き方も含めて言った場合には絶対本を読んでいるの

で，大学生がゼロ冊でしたというのは，ちょっと違うのかなとは思っています。

そういう人はそもそも図書館には来ない。別の方法で情報を得ている。そうい

うところかなと思っています。 

 ただ，そういいながらも，本を読む人を増やしていきたいというのは図書館

としては大事にしなければいけないので，幾つか工夫はしているところで奉仕

係長に答えてもらおうと思います。 

 

○五十嵐係長  今，大人というか，成人の方の働き掛けという御質問が出て

いましたけれども，昨年度から始めたのですが，都立神代高校の生徒さんたち

に前学年に夏休み前に利用カードを作りませんかということでチラシを学校か

ら配付してもらう。それから今年度，神代高校だけでなく，市内に都立調布南

高校，調布北高校がありますので，そちらにお邪魔させていただきまして，や

はり夏休み前に全生徒さんに配付してほしいということを実施しました。 

 今，中央図書館の４階と５階のところに，神代高校の図書委員の生徒さんた

ちが文化祭で本の紹介というのを発表なさっているのですけれども，それを借

用しまして，今はり出しをしているのですが，大人の方から結構反響がありま

して，わざわざカウンターに，これ，すばらしいわね，いいわね，続けてくだ

さいというお話を，私がカウンターに出ているときに２，３回お声を掛けてい

ただき，また，御意見，御要望をいただくところにも入っていまして，とても

すばらしい企画なので，これからもっと発表点数も増やして続けていってほし

いということでありました。 

 ということで，これからいろいろな高校生への働き掛けをしていき，また，

利用に結び付いていけたらというところと，あと，大人の方から反響がありま

したので，本と利用者の方を結び付けるということで，そういう取組もいろい

ろしていきたいということと，本の紹介にしても，取り上げる本についても，

やはり高校生の子どもたちは感性がすごく豊かなのです。そういったところで，

いろいろな取組をしていきたいと思っております。 
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 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 

○小池館長  地域奉仕係長は何か。 

 

○河内係長  一番右の方を見ていただきたいのですけれども，団体の貸出し

が少し伸びていまして，こちらは学校図書館，地域の放課後等デイサービス，

放課後活動団体，それだけではなくて，老人福祉施設ですとか地域の病院に入

院されている方への団体貸出しもあるのです。特に宮の下分館などは病院が近

くにございまして，そこへの団体貸出しというのをずっと伝統的にやっており

まして，その団体貸出しの分もかなりサービスが定着してきましたので，一般

の個人への貸出しは少し落ちてきているのですが，団体貸出しということで，

本を読んでいただけているのではないかと思っています。 

 以上です。 

 

○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。さっきの

じろのシールがもらえるのは成人版はないのですか。カードを作るとじろのシ

ールがもらえる。 

 

○小池館長  新規登録については終了しておりますので，また次に考えると

いうことでいければと。 

 

○野末委員長  分かりました。意外といけるかなという感じが個人的にはす

るので。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。もしお気づきの点がありました

ら，後ほどお戻りいただいてコメントくださっても結構ですので，いったん議

題の第２号を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 では，議題の第３号です。「調布市立図書館協議会の今後のあり方につい

て」ということでございます。こちらは今日机上に配布させていただいた資料
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２というものです。こちらは私から御説明いたします。 

 冒頭に書いてあるのですが，今回３回にわたって，この協議会そのもののあ

り方について皆さんから御意見をいただいてまいりました。せっかく御意見を

いただいていたので，これを何か少し文章化してまとめておこうということに

なっていました。いきなりまとめるのもなかなか大変ですので，こういうこと

を記載してはどうかということを私なりに整理してみました。これは別に私が

言ったわけではなくて，皆さんがお話しになったことを議事録から拾い集めた

ものです。若干区分したのですけれども，基本的には皆様がお話しになったこ

と，皆様からいただいた意見を並べる形をとっています。 

 今からざっと振り返ってまいります。もっと違うことを話したのだけれども

とか，こういう意図ではない，あるいはここにないことでも，それだったらこ

ういうことも意見として加えておきたいということがあれば後ほどお伺いした

いと思います。 

 これをもって図書館に何かを突き付けるということではなく，この協議会自

体のあり方を今後考える材料というか，ヒントにしていただくためのものです

ので，ここは相互に矛盾する意見があっても構わないと思いますので，御意見

は後ほどいただきたいと思います。 

 では２回，前回，前々回ですか，もう一個前かな――まで，ここ３回のとこ

ろの議論を振り返ったものをまとめてみましたので，御説明します。なるべく

手短にまいります。 

 １番目，はじめにのところです。一応読んで通るように，はじめにのところ

で，なぜこの協議会でこういう議題をやっているのか，どのように議論を進め

たのかということを最初に簡単に経緯を説明します。調布市の図書館のあり方

を考えたので，協議会としてどうやって意見を皆さんから集めていくかとか，

市民のニーズにどうこたえるかみたいな話が次に重要ですねということになっ

たので，協議会自体をどうするかを考えてきたということをここは簡単に述べ

ることになると思います。 

 次に，昨年度第４回のときに館長から協議会はそもそもこういう法令上の位

置付けになっていて，ほかの自治体ではこのようにやっていてというお話があ

りましたので，そのときの話を基に，ここも御説明をしておくということにな
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ります。 

 その後で，調布市ではどうしているかということなのですが，調布市の条例

とか規則をもちろん持ってくるのですけれども，基本的には住民，市民の皆さ

んの意向を反映させることが原点だという考えで調布市は図書館から諮問を出

して，それに対して答申を出すというような国やほかの自治体でやっている少

し固い形式，テーマを設定して，それに限定してお話をするという形ではなく，

その都度その都度重要な議題，そのときの活動について自由に意見を述べる方

式をとっています。我々の側ももともとの議題にないことでも意見を述べられ

るようになっている。調布のやり方について述べておきます。大体このぐらい

のことを説明すれば，初めて見る方でもお分かりいただけるのではないかと思

います。 

 ２つ目が大きな話の１つ目として，公募型の委員というのですか，市民の方

にどう加わっていただくかというお話がありました。調布市では現在，学校教

育，家庭教育，社会教育，学識経験者だと思いますが，４区分になっていて，

それぞれから委員を選んで委嘱している形をとっていますが，かなり柔軟に運

用がされているので，多様な方が加われるようにはなっているのですが，いわ

ゆる公募型，手を挙げた方に加わっていただくという意見が比較的多かったと

思いますので，反対がなかったというのですか，ですので，市民からの公募委

員というのはあった方がよいという意見が多かったということを少し述べれば

よいと思います。 

 では，実際に公募をどうするかというのはいろいろな意見がありましたので，

今の区分でも少し柔軟に運用して，市民の方に加わっていただくということも

可能でしょうし，それから，これは社会教育委員の方の話だったと思うのです

けれども，○○計画を作るので，関心のある人は集まってくださいとか，ここ

の協議会だと作業部会みたいなものを作って，そこに集まっていただいて，少

し様子が分かっていただいたところで加わっていただくとか，利用者懇談会に

参加してくださった図書館に興味のある，関心のある皆さんにお声をお掛けす

るとかいろいろなやり方がありますということでした。 

 ただ，公募型の委員はどういう意味かということで，その次の黒丸ですけれ

ども，市民の意見を伺う機会，利用者懇談会であるとか，先ほどの御意見箱，
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何というのですか。 

 

○福島副館長  御意見，御要望です。 

 

○野末委員長  御意見，御要望の箱であるとか，もちろん口頭で図書館の皆

さんにお伝えくださる方もいらっしゃるということで，いろいろな意見を集め

る，伺う機会というのはあると思います。ですので，協議会の委員になってい

ただくことの意味みたいなものは少し明確にした方がいいですねというお話が

ありました。 

 また，現在でも委員でない方に御意見を伺うことは制度的にできるようにな

っているので，よくヒアリングと呼ばれている仕組みです。ですので，この場

に来ていただいて，単発という言い方はよくないのかもしれませんが，その都

度必要な方に来ていただくということもできるので，委員の意味みたいなもの

は継続的に来ていただきたい方がどういう方かということを考えていくという

ことがあると思います。 

 正直大変少ないのですが，傍聴者としてここで傍聴してくださる方もいらっ

しゃるので，そういったところも考慮して，どういう委員の方がいいのか，ど

ういう公募の仕方がいいのかというのを考えていってはいかがでしょうかとい

うことになるかと思います。 

 全部まとめてお話をしてしまいますので，その後で御意見を伺いたいと思い

ます。 

 ３番目が協議会の役割についてなのですが，先ほど住民の意向を反映させる

という話が中心だったのですけれども，皆さんから御意見をいただく中で，基

本的な役割は，皆さん各団体，組織，学校教育とか社会教育とかそれぞれあり

ますし，中学校だったり高校だったり，それぞれのところの代表として来てい

ただいているので，それぞれの皆さんの組織というか，業界というか団体では

どういう御意見なのかということを集約して，代表して述べていただくという

役割もありますね，ということを確認しました。 

 潜在的な利用者，余り図書館にいらっしゃらない方，あるいはカードを作っ

ていらっしゃらない方の中にもニーズがあるに違いないということで，それを
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把握するお手伝いができるのではないかとか，市民の皆さん，議会や行政，そ

れからいろいろなところと連携，協力したりする，そういった働き掛けをこの

協議会としてできるのではないか。つなぐ役割があるのではないかという御意

見がありました。 

 開催の回数で，これは今のところ年４回で決まっているのですが，年４回の

会議以外の形で御協力することもできるのではないか。小さなグループで集ま

ってみたりということです。 

 期ごとの役割，期が決まっていますので，２年間の期の役割というのですか，

今期はこういうメンバーでこういうことをしますということをある程度明確に

した方がいいのではないかということで，そのために○年度○回というのはず

れているので○期○回目とか，そういうことを併記するのもいいのではないか。

それから交代する委員の方と継続する委員の方がいらっしゃる。継続する委員

の方と交代する委員の方，新規の方がちょっとずつ混じる形を調布市はとって

いるので，新規の方が最初はよく分からないので，質問ばかりになってしまう

という御意見が多かったので，そこを補うような仕組み，新規の方が戸惑わな

い，勉強会をするとか，レクチャーがあるとか，そういったことがあってもい

いのではないかという話です。 

 今まではずっと議事録ベースでやってきたのですけれども，前回，前々回か

な，まとめを少し作るようになってきたので，そういった形で，期ごとに議論

をある程度区切ってまとめを作っていくというのもいいのではないかというこ

とが御意見としてありました。協議会の役割というか，位置付けみたいな形で

しょうか。 

 ４番目が半分冗談っぽくだったのですが，行動する協議会ですねというキー

ワードがこの席上で出てきましたので，それをちょっと踏まえています。我々

も図書館の皆さんに全部お任せではなくて，できることはしていったらいいの

ではないかという御意見がたくさんありましたので，それをここに並べてあり

ます。 

 １つが市民のニーズをつかむために，来館する方の調査だけではなくてアン

ケート調査を実施することができる――予算の問題はあるのですけれども，そ

のときに例えば各委員がそれぞれの団体とか組織とか身近な方とかに配って集
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める，あるいは集計を手伝うといったこともあり得るのではないか。それから

アンケートまでいかなくても，ちょっと身の回りの方にそれぞれのところでお

話を聞いてくるとか，そういうやり方もあるのではないかということです。中

には，利用者懇談会に全員ではないと思うのですけれども，我々が出向いてい

って，御意見を直接伺ってみるということも考えられるのではないかという御

意見がありました。 

 今は図書館側からいろいろ議題を用意していただいて，それについて報告を

受けてお話をしていくというスタイルをとっていますが，協議会の側からもこ

ういうことが今課題になっていますね，ということを我々の側からも持ち寄っ

て議題にしていくということもあるのではないか。 

 これは最近ちょっとそうなってきていますけれども，図書館側から単発では

なくて，２回，３回とか１年といったスパンで，今年はこういうことが課題な

のですよね，という少し長期的なテーマも出していただくということもいいの

ではないか。そうすると，その期でこういうことをこういうペースで話してい

きますね，ということが分かっていくのではないかということです。 

 図書館の活動報告が今回も利用状況の報告等があります。年度末には報告を

いただいておりますけれども，図書館は事務事業評価，いろいろな評価がある

のですが，我々も評価というところまではいかないかもしれませんが，図書館

協議会としては，今の活動についてこのように受け止めています，認識してい

ますという感想とかを評価とまではいかないかもしれませんが，コメントの形

で簡単な形でペーパーで残しておくと，これも図書館の方々のお役に立つので

はないかということです。 

 広報的な活動は，実はかなり御意見が多かったところです。図書館はもっと

こうするべきというのは，図書館の皆さんがお伝えになるのではなくて，協議

会として行政とか議会とかに少し働き掛けることもあるのではないか。 

 図書館は便利だね，使えるねということを余り御存じない方もまだたくさん

いらっしゃるので，そういった方々に我々が何らかの方法で働きかけるという

こともあるのではないかという御意見がありました。 

 テーマを決めて学習会をするということもあるのではないか。これも図書館

の皆さんと一緒にやってもいいのではないかという御意見もありました。１回
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を勉強会にするのか，別の形でやるのかはもちろんいろいろな考え方があると

思います。 

 図書館と地域というのですか，特に子どものいるところをうまくつなぐ役割

というのがあるのではないかという話も時間を割いて話をしたと思います。図

書館と連携して協議会から子どもたちにこういうところに行くと本があるよと

か，図書館もいいよとか，逆に児童館に行くとこういう活動があるよといった

つなぐ役割みたいなものを我々協議会として連携，協力ができるのではないか

というようなお話がありました。 

 最後に，これはずっと出ていた話なのですが，我々は意見をお伝えして図書

館から報告が上がって御意見を伝えるというスタイルをとっているのですが，

その後どうなったのだろうとか，普段のお仕事の様子はどうなっているのかし

らともう少しひざを突き合わせてというのでしょうか，ひざは詰めるのですか，

ひざのくっつく距離ということだと思うのですけれども，それはきっと和室で

すよね（笑声）。ですので，そういった皆さんともう少しフラットな形でお話

ができる，懇談ができる機会があるといいのではないかということが御意見と

しては出ておりました。これは多分協議会として対立する関係ではないので，

より密に連携をとっていくためにもいいことかなと思いました。 

 先ほど冗談で，今日はどこの部屋か分からなかったので，ちょうど松澤さん

に会ったので，どこでしたか，１０階ですよと伺ったのですけれども，たまに

協議会を和室でやってみるとか，そういうことかもしれません。 

 最後に，ここで取りまとめたことを我々の意見としてお伝えするので，図書

館としてぜひ生かしてくださいということを書いて，簡単なペーパーだと思い

ますけれども，議論のまとめのようなものにしてはいかがかというのが，これ

までのお話を受けたところで，私からのまとめの提案でございます。 

 ちょっと御説明が長くなりました。皆さんからの御意見をちょうだいしたい

と思います。ここはこういう意味ではないとか，もう少しこのように書いたら

いいのではないか，あるいはここには書いていないが，こんなことを言ったは

ずだとか，言っていないけれども，それだったらこういうことも付け加えてお

いた方がいいですねということがあれば，ぜひお聞かせください。それから図

書館の側からもぜひこういうことを書いておいた方がいいのではないかという
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のがもしあればお聞かせください。いかがでしょうか。簡略化して書いている

ところがあるので，実際には皆さんの御発言を議事録から拾って，少し補強を

して記すことになると思いますけれども，本当に議事録がとても役に立ってお

ります。――お願いします。 

 

○小池館長  事務局的なところで発言するのがどうしたらいいかなと思って

いるのですけれども，最初に協議会をどうしよう，どうあるべきかということ

を考えて，皆さんに委員をお願いするに当たっては，図書館が今取り組もうと

している課題にかかわりそうな方をお願いするというのが，学識の枠でお願い

しているところがあります。 

 １つには，以前にはビジネス支援ということがあったときには，商工の方に

来ていただいたりということがありました。今，佐藤委員はどちらかというと

御高齢の方へのというところでお願いできないかと思って来ていただいている

ところがあってというところがあります。 

 先ほどまとめの中でお話しいただいたように，比較的柔軟なメンバー構成が

できるようになっているというのは，そういう部分で図書館が今考えなければ

いけないことについて御意見をいただくという部分で協議会としては，そうい

うことを実際にはお願いしているところがあります。 

 恐らく図書館法が作られて，最初に図書館協議会の委員はこのように決めま

しょうといったときには，文部省令の中で委員はこういう枠から選びなさいと

いうことで，学校教育，社会教育，学識という大きな３つからたしか始まって，

途中で，この１０年ぐらい前のところで家庭教育の向上に資する者という言い

方をしていますけれども，これはやはり学校，地域，家庭ということの問題意

識が社会的に出てきたところで，教育基本法を改正する中で出てきた問題意識

で加わったというところがありました。 

 そうしたときに，家庭教育って何かというのが実は分からないというところ

でありながらも，中心的にはＰＴＡ活動などにかかわった方がよろしいのでは

ないかということで，多くの自治体では多分お願いしているのだと思います。 

 そのときに，次に行われたのが，いわゆるそういうメンバーといいましょう

か，区分についてを，各自治体の課題に応じて選ぶようにと。つまり国が決め



 

19 

た区分の中でやりなさいというのが最初の考え方だったことが，それは地域の

実情に合わせて選んでくださいということになって，それが大綱化と呼んでい

ますけれども，結果としてはおおむね同じことを区分を設定されてはいますが，

文部大臣告示の中で，こういうメンバーでやるのがよろしいのではないかとい

う例を出すので，それを参酌して，参考にしてやってくださいとなって，今の

制度はできているということです。 

 繰り返しになりますけれども，やはりこの地域において何が課題なのか，図

書館に何が課題なのかということを考えて，メンバーといいましょうか，区分

については設定してくださいと。実際の人数についても，割合についてもその

ところでやってくださいというのが今の制度になっていて，それはそれでよろ

しいのかなと事務局的にはというか，図書館的には考えているところが１つあ

ります。 

 もう１つは，やはり最初のときにお話ししたかもしれませんけれども，多摩

地域を見ていると，公募の方が１人以上いるというところがたしか半分以上い

る状況にあって，今はやはり各分野の方にお願いを，事務局からお願いすると

いうだけではなく，図書館に関心を寄せる方をメンバーにしようというところ

が，実際には以前からだったようですけれども，増えているということがあっ

て，やはり調布市においてもほかの審議会などにおいても公募ということが結

構行われているので，この図書館協議会についてもやはり公募ということがあ

ってもよろしいのかなと思って投げ掛けといいましょうか，情報提供といいま

しょうか，させていただくという経過があることを改めて補足させていただき

ます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。最初はそういった経緯，意図があっ

てということですね。つまるところ協議会としても図書館をよりよくするとこ

ろがねらいであることは間違いないので，この協議会としてどういったことが

できるかということをここでは意見として取りまとめておこうということでご

ざいます。 

 制度的にできるかどうかということはまた別の問題として，今だと公募する

仕組みというのは多分直接にはないので，何か考えなければならないのですけ
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れども，公募以外のことでも，これができるかできないかとか，許されている

か許されていないかということは関わりなく我々の御意見としてお伝えすれば

よいので，図書館をよりよくするために協議会としてこんなことができるので

はないか，こういうことに注意したらいいのではないかということがありまし

たらぜひお聞かせいただければと思っております。 

 過去３回の議事録を御覧いただくと，皆さんの御発言そのものが載っており

ますので。――お願いします。 

 

○杉山委員  今の小池館長のお話の，はじめにのところのお話だと思うので

すが，この図書館協議会のあり方と図書館自体のあり方というのは，小池館長

が前々回ですか，あいさつのときに図書館の所管が替わるかもしれないという

話をしていましたよね。今，教育委員会がやっているものを今度は自治体に替

えようということを中央教育審議会に諮問して，多分答申が出てきて，法律改

正までいくのではないかということですと，具体的には自治体ということは，

今まで教育委員会だったのが調布市が図書館を所管して，なぜそんなことをす

るかというと，どうやらまちづくりとか，観光とか，自治体の利益になるよう

なことをもっとやりなさいということらしい，私はそのように受け取ったけれ

ども，そういうことを市が押し付けというか，図書館にこのようにしていきな

さいと方向性を持ってきたら，協議会の方はそれに沿っていかなければいけな

いのか，あるいは対立してもいいのか，これは法律が変わってきたら協議会も

変わってくるのかなと。このはじめにのところが変わってくるのかなという心

配があるのだけれども，それは図書館の職員の方の方がもっと現実的な問題か

なと思っているのですが，これはどうなのですか。 

 

○野末委員長  これは差し障りのない範囲で図書館の側にも伺いたいのです

が，そういう話はちらほら出たりしているのでしょうか。 

 

○小池館長  今，資料がないところで申しあげるので，やや記憶違いがあっ

たら申し訳ないのですけれども，今御紹介というか，お話しいただいたことの

振り返りも含めてですが，昨年１２月辺りに前回の中央教育審議会答申がされ
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て，その中で，次の課題の中に教育機関のうち社会教育機関について所管をど

うしようかという話があり，その中で特に博物館についてどうしようかという

のがあり，今紹介いただいたように，博物館という事業自体が観光とか産業と

かにかなり密接につながっているという実態が各地であるので，その場合に教

育機関としての博物館をいわゆる市長部局――首長部局と簡単には言っていま

すけれども――の方の所管に直接してしまった方が，よりまちづくりなどに活

躍できるのではないかという発想が最初にあった。具体的にそういう答申がた

しかあった中で，次に新しい諮問をする中で，社会教育施設の所管について考

えてほしいというのが１月にあった。 

 急な審議という印象もありますが，その中で，公民館，図書館，博物館の順

番で普通は言われますが，そういうところでどうしようかということが，ちょ

っと回数は覚えていないですけれども，都合１０回ぐらいワーキングが行われ

ている。聞いているところでは，５月ぐらいには生涯学習審議会としてのまと

めがされるだろうと見ていたところが，いろいろな意見が出てきて，結果，７

月，８月辺りにまとめがされるということで，ちょっとその先がまだはっきり

分かっていないのですけれども，中央教育審議会に報告されるところまで来て

いるかいないかというところが今の現状だと思います。 

 方向性としては，その議論の中でやはり注目されたのは，教育機関としての

公民館，図書館，博物館をどう考えるのかということが改めて議論されていた

と記憶しています。その中では，最初の目的のためということは確かにあるだ

ろうけれども，一方で，教育機関であるので，教育機関としての性格をどのよ

うに担保するかということが重要である。そこには独立ということもあります

けれども，それよりも専門性の確保と継続性の確保ということが大事だと。つ

まり事業の継続性ということが大事だとされていて，ここが逆に言えば難しい

ところになってきていて，専門性というのは，公民館にも専門性があるだろう

し，図書館にも教育機関としての専門性があるだろうしという議論が再確認さ

れてきていた。それと継続して事業が行われなければいけないので，例を出す

とあれですけれども，学校も継続して行われるものなので，学校という教育機

関も継続して事業が行われて，教師なりということで，継続して専門性を持っ

て教育が行われるというところになるので，同じような論理が公民館，図書館，
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博物館にも適用されるだろうということの中で，そこのところが最終局面で結

論がどうなっているかがちょっと今つかめていません。 

 その中で，１つの方法としてあったのが，であれば，まず所管を替える場合

には，これは選択制ということが前提になっているので，それは自治体が考え

るので，必ず替えますという話ではないのですが，替える場合には教育委員会

が当然議論しなければいけないし，図書館協議会のようなところ，公民館運営

審議会もそうですけれども，そういうところが議論するということと，それか

ら何か重大な事業や方向を決めるときにもそこの議論をしてくださいというの

がなるのではないかという話があるのです。であれば，教育機関としての公民

館，図書館，博物館を教育委員会の所管から替えることはそもそも矛盾するの

ではないかという話もあり，そこの最終的な決め方がどうなっているかという

ところ。 

 調布市においては，今，公民館，図書館，博物館を市長の方に移すという話

は全然なく，中央が決まって周りがやるところがあれば，そのとき考えるとい

うことになる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。杉山委員，いかがでしょう。 

 

○杉山委員  所管が替わって，今まで図書館が自由にやれていたものが，市

の方のお伺いを立てなければ，自由度が狭まったとか，そういうのはおかしい。

我々としては，そこは協議会としてはおかしいと言えるような雰囲気なのかな

というのが一番心配なのです。それが言えるのであれば，所管が替わっても替

わらなくても別に問題ないとは思うのですけれども，全国の市の中では，多分

観光にウエートを置いてとか，図書館に喫茶店を経営させたり，そういう方向

を持つ市もあるかもしれないし，別にそれは調布市がそうなるとは限りません

が，そういうことであると，協議会のあり方もちょっと変わってくるのかなと

いう気が私はしていたのです。 

 

○野末委員長  今，市の側では全く話は出ていないし，国の方針もまだ定ま

っていないので，多分法令改正とかが入らざるを得ないので，仮に動くとして
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もやや先の話だと思うのです。 

 ただ，今，杉山委員がおっしゃったことはかなり大事なことだと私は個人的

には受け止めています。つまりどこかの顔色をうかがいながらやるのではなく

て，飽くまでも利用者というか，市民というか，そちらを見てやるということ

は変えてはいけないところだと私も思いますので，そういうところが大事とい

うことを何か一言書き入れておきましょうか。はっきりは書きづらいかもしれ

ないのですけれども，今後制度改正とかがいろいろあったときに，そういう役

割というのを協議会がきちんと持っていきたいと思っているぐらいのことは，

図書館側で支障がなければ少し書き入れておいてもいいことかと思います。だ

れの顔を見て運営するのかというところはとても重要だと私も個人的には強く

思っています。 

 では，何か作文をして，図書館に迷惑のかからないような文章で。我々の意

向としてもし皆さんよろしければ。そこを逆にとる自治体もあるだろうと思い

ますけれども，制度が変わって，積極的に首長部局に持っていってという自治

体も多分出てくるのかなと個人的には思いますが，そうなったときも首長を見

て仕事をするのではなくて，市民のためにというところをどう担保するかとい

うのは絶対に大事だと思います。 

 個人的な感覚でいうと，調布は多分教育委員会のままではないかと思います

けれども。――お願いします。 

 

○小池館長  補足ですけれども，国の審議会で議論になっていたのは，継続

性ということは何なのかといったときに，市長というのは政治的存在である。

４年に１回交代するのが前提になっているので，そこで市長が替わった場合に

方針が変わるということについて，直接影響を受けることになるのではないか

という意味での継続性ということです。ですから，今までこっちの方向で強く

やりましょうとやっていたのが，例えば市長が替わったことによって，違う方

向にやりましょうということが，極端な話，４年に１回起こってしまった場合

に，それで社会教育が行えるのかという意味での継続性というのが１つあった

かと思います。 

 もう１つは，専門性というところがなかなか語れないようですけれども，で
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は職員が専門職であればいいのかという，それは１つの条件になるかもしれま

せんが，では公民館，図書館，博物館の専門性って何なのだろうというところ

が抽象的には語れますが，具体がなかなか。それは教育委員会にあれば専門性

があるのかという話にもなってくる。現実の話として結構いろいろな議論がさ

れていたかと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。図書館とは何かということにかかわ

る議論だと思うので，それが国全体として今行われていること自体は私も悪く

ないと思います。結論がどうなるかということと，どのぐらい強制力が働くか

ということが気にはなります。調布は調布の方針できちんとやってほしいと個

人的には強く思います。 

 ほかにいかがでしょうか。基本的には３回皆さんから御意見を伺ってきてい

るので，ある程度皆さんが思われていることは既に御発言があった上でのこと

ですので，余り無理に出していただかなくてもというのは変なのですけれども，

このようなまとめ方でもしよろしければということなのです。この項目の立て

方だけ私が作ってしまったので，もう少し細かく分けてもいいですし，もっと

併記する形で，ずらっと羅列するような形でも構いませんし。見出しの付け方

は今回は重要なところではないので，こういう意見が出ましたということを少

し整理しただけですので，その辺りも含めてもし御意見があれば遠慮なくお聞

かせいただければと思います。どうぞ，お願いします。 

 

○安本委員  瑣末なことでよろしいでしょうか。実際に議論のまとめの形と

して外部に出されるときには，（２）の委員の選び方についての最後，「傍聴者

としていらっしゃる方もいる」の括弧のところは削ってもよろしいのではない

かと思って。「いる」で。 

 

○野末委員長  削ります。こう書いておくと逆に来てくれるかなとちょっと

思ったのですけれども（笑声）。傍聴者が少ないのはプラスの評価でもあるの

です。ここはちゃんとチェックしておかなければいけないという傍聴者の方も

ほかの自治体だと割といらっしゃるので，調布はそういうことがないというの
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は，皆さんが安心しているという面も個人的にはあると思うのです。結構険悪

なムードみたいなときがありますよ。議題が大きいときは，今度新しい図書館

を作るのだとか，どこかをつぶしてどうするのだとかというと，いろいろな

方々が傍聴にいらして，プレッシャーを感じるみたいなことがあります。 

 

○安本委員  私は穏やかな雰囲気の協議会しかいないので，図書館に対する

関心の高まりの１つのバロメーターかなと思って。 

 

○野末委員長  そうですね。ただ，ゼロ，１はやはり寂しいので，よろしけ

ればぜひたくさん来てくださいということだと私も思います。――お願いしま

す。 

 

○松澤委員  今の傍聴の話をちょっとお聞きしたいのですけれども，市報に

ほかの協議会とか会議は傍聴しませんかとよく出ているのですが，出ていると

ころと出ていないところがあるのですが，ここはそういうものは一切，図書館

協議会を傍聴しませんかみたいなものは出したことはないですよね。どういう

のでやっているのかなと。 

 

○小池館長  傍聴がありますよということは，図書館のホームページと市の

ホームページには出しているのですけれども，市報には出していないので，市

報に出すということは今後考えたいと思います。日にちが決まっていれば，議

題は決まっていなくても，ありますということは出せるものです。ただ，やり

ます，でも中身が分からないといったときには，日時の告知だけになったとき

に，まさに関心を持っている方が自分のスケジュールに入れてくださるという

ところなのかなと。ほかの審議会で多分出されているのは，１年かけて何かを

決めるとか，審議するということがあらかじめ決まっていると，傍聴の予告と

内容が比較的告知できるので，実際には市報の場合は１箇月半前に入れること

になるので，大体そのタイミングで決まっているということが１つは前提にな

るかと思います。 

 ホームページで２週間前辺りに１回出すようにはしています。それが今の告
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知する方法にはなっています。 

 

○野末委員長  松澤委員，よろしいですか。 

 

○松澤委員  皆さんが傍聴者にもっと来てくださいと思うのだったら，ＰＲ

してくださいとお願いすればできるということなのですね。 

 

○野末委員長  先ほどの話と関連するのですけれども，大きなテーマとか継

続的なテーマがあるときに，議題の一例というのですか，こういうことを今話

し合っていますみたいなことを加えて市報に出すと，まだ紙で見ている人とか

も結構いらっしゃるので，確かに一度試してみるのも手かなと思います。あり

がとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

○菊池委員  後から職員研修の御案内のことは出るかもしれないのですけれ

ども，新規委員の勉強会をするということで，新規委員の方で何を勉強したい

かとか，今までの個人的な経験ではなくて，図書館全体を考える上でどんなこ

とをレクチャーしていただきたいかとか，そういうことをある程度審議委員の

方でもいろいろなところからいらっしゃるので，その点もただやりますという

よりも，そんなに回数は望めないと思うので，内容的なこともちょっと考えて

いただきたいと思いました。 

 

○野末委員長  新規の委員の方が１年後かな，あと２回ですかね。また期と

期が入れ替わるので，それに向けて具体的にどんなことがいいかということも

考えていくということだと思います。ちなみに，最初，こういったことは知っ

ておきたかったということはどんなことでしたか。 

 

○菊池委員  どんな協議をやっているか。 

 

○野末委員長  ここでですね。 
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○菊池委員  はい。 

 

○野末委員長  確かにそうですね。議事録は長いですものね。見るのが大変。

どうぞ。 

 

○安本委員  私，お引き受けするかどうか考えるときに，小池館長から３年

分議事録を渡されて，読まなければいけないのかしらと思って３年分読んで，

参りました（笑声）。紙袋に２つに分けて入れてくださって。 

 

○野末委員長  館長なかなか厳しいですね。そんな宿題が出ていたのですね。 

 

○小池館長  何か随分古い話ですね。 

 

○野末委員長  でも，確かにそういうことも１つの手ですよね。 

 

○菊池委員  前もって何回かの議事録を私もいただいて，読むのが必死で来

たという感じはあるので。 

 

○安本委員  でも，それが議論のまとめというのが簡単にまとめられたペー

パーをこれから作るということになれば，その負担というのは，これから新規

委員の方に対しては随分軽減できるのではないでしょうか。 

 

○野末委員長  確かにそうですね。ありがとうございました。確かにどうい

うことをするかということも併せて考えていくということで。――どうぞ。 

 

○菊池委員  関連して。この職員の研修に希望すれば私たちも出席できます

よという趣旨に読んだのですけれども。 

 

○野末委員長  もうこの話（「調布市立図書館職員研修のご案内」）をしてい



 

28 

ますね。 

 

○菊池委員  いえいえ，それで，そういうことを今までやってこられたのか

なというのを１つ知りたいことと，どの程度のことを，例えば年に１回だとか

図書館側で研修をして，でも，これは声を掛けよう，これは内部的なことだか

らということがあるのか，これは質問です。 

 

○野末委員長  分かりました。これはどこで触れることになっていたかとい

うと，一番最後に「その他」のところに出てくるものなのですが，今お話があ

ったので，先取りをして今ちょっと伺ってみたいと思います。 

 

○菊池委員  いいですか。 

 

○野末委員長  もちろんです。では，この半分のチラシについて，ちょっと

説明をしていただいてよろしいでしょうか。 

 

○小池館長  中身のことはまた後で海老澤から説明させていただきますが，

今おっしゃっていただいた，例えば研修の御案内ということについては，大体

毎年２月に多摩地域の図書館大会がありまして，それを今期も直に日程，内容

を含めて発表しますので，またそれは別に御案内を差し上げます。これは最近，

例年行うようになってきておりますので，ぜひお時間と関心がある部分につい

ては御参加をお願いしたいと思っています。 

 多摩地域公立図書館大会というのは，やはり図書館の人の集まりだけではな

く，地域の方や図書館協議会の方に参加いただいて，図書館のことを考えても

らいたい，知ってもらいたいということで始めていたので，どうぞお願いしま

す。 

 職員の研修については，テーマテーマで御案内するのがいいかなと思いまし

て，今回の中身についてはまた後ほどですけれども，こういうことについて共

有していくことは大事かなと思っているので，御案内するところなのですが，

一般的に職員の研修自体は年に４回から５回ぐらい，こういう集合研修みたい
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なものをやっていて，中には例えば職員としてこうあるべきですというような

内容の研修も行っているので，それは一般には余りお話をしていないことなの

で，そういうところには御案内はしないかと。ただ，年に１，２回ぐらい今回

のようなテーマのことは実際に行っているので，講師との関係もありますけれ

ども，こちらがお願いするときに，こういう方にも声を掛けますよというのが

分かった上で御案内するということになるので，そこら辺はケース・バイ・ケ

ースという感じにはなろうかと考えています。 

 

○野末委員長  これはお話を伺ってみたいテーマですよね。ありがとうござ

いました。 

 ほかにいかがでしょうか。大体よろしいですか。館長，どうぞ。 

 

○小池館長  実は先ほど議事録の話をいただきましたが，議事録は本当に議

事録で，そこに例えば資料○○に基づいてこうですという説明を毎回している

かと思うのですが，その資料が議事録に一緒についていないかと思います。 

 もしよろしければ，いつからというのはまた事務的なところがありますけれ

ども，できれば例えば今回配布している資料で，差し障りのないもの，あるい

は技術的に可能であるものについては，ホームページへの掲載と配架分におい

て数の問題もあるので，すべてできないかもしれませんが，配布された資料に

基づいて議論されているのに，その資料がないというのはやはりおかしい話か

なと最近ちょっと気付くことがありましたので，もし御了解いただければと。

急に話を変えてしまって申し訳ないのですが，協議会の記録のあり方としても

御検討いただければと思います。 

 ちなみに，調布市教育委員会は，基本的にはホームページに記録がアップさ

れますけれども，そこにはそこで配布された資料もすべて載るのが原則になっ

ているのです。基本的にすべて載っていくので，同様の扱いをするべきかと思

いますが，そこももしこの場で確認いただけると有り難いと思っています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。皆さん，いかがでしょうか。我々と

しては特に反対する理由がないというか，むしろ賛成の方で，確かに一般の方
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が御覧になったときに資料３はどれですかという話になっていますよね。個人

情報を含んでいたり，まだ表に出せない事柄が含まれているものは多分別だと

思いますけれども，おっしゃったように技術的にも内容的にも可能な範囲でと

いうことは差し障りがないと思います。よろしいですか。――ありがとうござ

います。 

 というわけで，今ここで，これから文章化していくのですが，これもめでた

く表に出る。めでたくかどうか分からないですけれども。 

 

○小池館長  今のお話の前提になっているので，メモも出ないと，議事録だ

け読んでいる人は分からないのかなと。 

 

○野末委員長  分かりました。そうすると，新規に委員をなさる方の宿題が

さらに増える。議事録以外のところも全部読むということですね。ありがとう

ございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。――よろしければ，それで

は，もしお気づきの点がありましたら後ほどここに戻って御意見をいただくこ

とも可能ということにしまして，いったん先に進みたいと思います。今の研修

のことも気になりますので。それでは，いったん議題の第３を終了いたします。

ありがとうございました。 

 では，議題の第４号ということで，報告事項が６件ございます。アからオま

でまとめて御説明いただいて，その後で御意見，御質問の時間をとりたいと思

います。議題第４号のア「利用者懇談会について」，イ「『図書館だより』につ

いて」，五十嵐係長からお願いいたします。 

 

○五十嵐係長  それでは，お手元の資料３を御覧いただけますでしょうか。

今年度の図書館利用者懇談会，第１回は１１月１５日，中央図書館のあるこの

文化会館たづくりでの開催になります。第２回は分館を会場といたしておりま

して，今年度は国領分館で１１月２２日に実施いたします。 

 ここ近年の図書館の利用者懇談会のやり方なのですけれども，第１部ではテ

ーマを決めまして，それに沿った内容の講座というような形で実施しておりま
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す。第２部で図書館の前年度の事業報告，それから当年度の事業計画を御説明

して懇談を行っております。 

 今年度は，図書館協議会での貴重なアドバイスをちょうだいいたしまして，

図書館の仕事を御説明していこうということで，チラシの方にも出ております

が，図書館の棚――書架ですね。本が並ぶまでの仕事を御説明させていただこ

うと予定しております。 

 併せて，この図書館協議会で委員長からお得感を出さないと人が集まらない

ということで，例えば中央図書館の地下書庫の見学ツアーとかということで御

提案いただきまして，第１回で実施することにいたしました。１０月５日から

参加者の募集を行っておりますが，第１回の中央図書館の部，現時点で１１名

の方がお申し込みいただいていまして，お申し込みの際に，地下書庫に興味が

あるからとおっしゃったり，地下書庫を見てみたいと思っていらっしゃるとの

ことでお言葉を添えて申し込みをされた方がいらっしゃると伺っております。 

 第２部では，平成２９年度の図書館の事業報告と平成３０年度の事業計画を

御説明して，図書館の説明をいろいろさせていただいて，参加者の懇談を実施

する形になります。以上が図書館利用者懇談会の説明になります。 

 資料４を御覧いただけますでしょうか。「図書館だより２０１８秋」ですが，

図書館だよりは年４回発行しておりまして，秋号になります。こちらの特集は，

開いていただくと「本探しのコツ」というテーマで，図書館のホームページか

ら蔵書検索，資料の検索の方法，こういったことが便利ですよというような御

案内等もさせていただいております。 

 次のページ，６ページからになりますが，「ある分館の一週間」ということ

で，こちらも「図書館の“裏”を大公開」ということでサブタイトルが付いて

おりますが，その曜日の主な仕事を取り上げて，図書館はこういったことをし

ていますということで御紹介をさせていただいております。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 次に，口頭報告と伺っていますが，「ハンディキャップサービスの利用者懇

談会について」，返田係長から御説明をお願いします。 
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○返田係長  返田でございます。 

 ハンディキャップサービスの利用者懇談会を１１月１５日木曜日の午前１０

時から１１時半までで予定しております。こちらの方は，ハンディキャップサ

ービスの利用者だけではなく，このハンディキャップサービスというのは，点

訳や音訳などで市民の方にも大変御協力いただいています。そういった点訳や

音訳でかかわってくださっている方にもお声を掛けまして，利用者の方とサー

ビスを支えていただいている方，職員含めての懇談会を毎年行っております。

今年も既に何人かの方から，利用者の方からも御参加の意思をいただいており

まして，１１月１５日に行う予定でおります。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 それでは，議題第４号のウ「『中学生にすすめる本２０１８』について」，そ

れから，エ「子どもの本に親しむ会について」，上村係長からお願いします。 

 

○上村係長  児童奉仕係の上村です。 

 資料５「中学生にすすめる本２０１８」を御覧ください。こちらは，

２０１７年４月から２０１８年３月に出版された作品を中心に，図書館員が読

んで評価して，お勧めする本２０冊を掲載しているものです。 

 中央図書館と１０の分館で配布するほか，市内の中学校に２部ずつ送付して，

リストとして活用していただいております。また，配布に合わせて全館で展示

を行っています。中央図書館では，こちらの２０冊の展示を行ったところ，数

日で本がゼロになってしまいました。あっという間に借りられてしまいました

ので，併せて１年前の「中学生にすすめる本２０１７」の本も今一緒に展示し

ているところです。 

 続きまして，資料６，子どもの本に親しむ会のチラシ，「お話の小路から」

を御覧ください。毎年行っております子どもの本に親しむ会，今年は，絵本作

家，「わにわに」シリーズで人気の小風さちさんを講師にお迎えいたします。 

 今回，小風さんを講師にお呼びしたきっかけは，今年４月２８日から６月
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１７日までたづくりの１階の展示室で「山口マオ絵本原画展―わにわに・ねこ

でんしゃ―」というのが開催されまして，大変評判になりました。絵本作家と

いうと，文と絵をかく人もいるのですけれども，小風さちさんの場合は文の作

家なのです。絵はかかない方なのです。それで，この「わにわに」の原画に添

えられた文を見て，絵本の文を書く絵本作家という方がいるのですねというよ

うな声を図書館のカウンターで聞いたり，あのおもしろい擬態語というのは絵

本作家の方が書いていたのですねというように，その辺りの関心が高まったと

いうのが１つのきっかけで小風さちさんをお招きすることになりました。 

 また，小風さちさんのプロフィールはこちらにも書いてございますが，この

演題の「お話の小路から」というのは，小風さんがウェブで発表しているエッ

セイの「絵本の小路から」というところから少し変えまして，「お話の小路か

ら」という演題にさせていただきました。 

 そのエッセイの一部を紹介させていただきたいのですが，まず，子どものこ

ろ小風さちさんは，石井桃子さんのかつら文庫に通っていたというので，昭和

３０年代の思い出として，石井桃子先生の文庫に行って，紙のおひな様が飾っ

てあるのを見るのが毎年とても楽しみだった。ところがある日，『三月ひなの

つき』という本があって，読んでみたら本の中に同じおひな様があり，子ども

でノンフィクションとフィクションの区別もつかない小学生は，これは何なの

だろうととても驚いたというようなおもしろいお話とか，また別の回では，小

学校の図工の先生がとても不思議な先生で，ある日その不思議な先生がうちに

来て，子どもの本の編集者であるお父さんと話をしていって，そのうちその先

生が本を出して，先生の名前は安野光雅先生とおっしゃるというような，とて

もおもしろい背景があるので，きっととても深い話が聞けるのではないかと思

います。 

 定員１５０人で募集しておりまして，まだまだ募集中ですので，ぜひお声掛

けいただいて，参加していただけたらと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。 

 それでは，議題第４号のオ「暮らしに役立つ法務ミニセミナーについて」，
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それから先ほどの「『調布市立図書館職員研修のご案内』について」，海老澤係

長からお願いいたします。 

 

○海老澤係長  調査支援係の海老澤でございます。 

 資料７をお願いいたします。「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」を開催い

たします。こちらは，平成２６年度から行っておりまして，今年度で第５回目

になります。行政書士会さんとの連携事業ということで，図書館で課題を解決

するためのサポートをさせていただくということで，行政書士さんに簡単なセ

ミナーをしていただき，図書館の資料を使いながら行うものでございます。 

 大人向けとしまして，２回予定しております。１１月１０日土曜日に「もし

も遺言が気になったら」，そして，１１月１８日日曜日に「もしも相続の手続

きが気になったら」ということで，連続しておいでいただいても結構ですし，

どちらか１回でも大丈夫ですということで，募集をさせていただいております。 

 こちらは１０月５日の市報に載せまして，ただいま絶賛募集中です。御興味，

お時間のある方がいらっしゃいましたらぜひ委員の皆様も御参加いただければ

と思います。 

 そして，同じチラシの裏面になりますが，こちらは子ども向けの図書館の法

務ミニセミナーでございます。こちらは，１１月５日の市報に載せまして，そ

こから募集を始める予定になっております。これは小学校５年生から高校生ま

でということで，１２月１５日土曜日の午後に開催いたします。 

 昨年度も同じプログラムを実施いたしました。夏に行ったのですけれども，

学校の宿題にいいという話もあったのですが，開催日が８月の終わりのころだ

ったため，もうちょっと違う時期の方がよかったという声もありまして，今年

度また改めて冬にやらせていただこうと，同じような形で考えております。 

 資料７については以上でございますが，先ほど触れていただきました研修の

御案内についても私から御説明させていただきます。 

 館長から先ほどありましたように，毎年２月に多摩地域で公立図書館大会を

行っておりまして，昨年の２月に行われた分科会の中で呑海
どんかい

先生という方が

「認知症にやさしい図書館」というテーマでお話しくださいました。毎年委員

の皆様にも御案内を差し上げておりまして，昨年度御参加いただいたのは，佐
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藤委員でいらっしゃいましたでしょうか。――すみません，たしかお一人御参

加いただいた方がいらしたかと思うのですけれども，とてもいいお話だったと

いうことを言っていただきました。職員も２名ほど参加いたしましたが，やは

りこういった内容については，全体として話を聞かせていただきたいというこ

とで，調布の図書館としてお招きしてお話を伺うことにいたしました。 

 せっかくの機会ですので，委員の皆様でお時間のある方がいらっしゃいまし

たらぜひ御参加いただきたいと思います。一応職員向けの研修会という位置付

けではあるのですが，よろしければということで，半裁の御案内を置かせてい

ただきました。もし御参加いただけるという方がいらっしゃいましたら，海老

澤まで御連絡をちょうだいできればと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 私からは以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。それでは，以上で「その他」御説

明が終わりましたので，御意見，御質問のある委員の方は挙手でお知らせくだ

さい。いかがでしょうか。研修は大変おもしろそうですね。今各地で呑海
どんかい

先生

もこの話で全国を回っている形になっていますけれども。よろしいですか。全

く本質ではないのですが，図書館だよりに，最近調布に引っ越してきた『しろ

うさくん』というのが出てくるのですが，これはこれからじろとペアを組んで

やっていくキャラクターなのですか。そういうわけではない。 

 

○五十嵐係長  じろだけですと対話形式になっておりますので。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。今，じろのシールとかいろいろな

グッズが一回りしたら，次は『しろうさくん』に行けばもう一回りできるなと

思うので。 

 

○五十嵐係長  委員長からそういうお話があったということで，担当に話を

させていただきます。ありがとうございます。 
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○野末委員長  いかがでしょうか。もう１つ伺ってよろしいですか。法務セ

ミナーは図書館主催でやっているのですよね。御協力いただいているところが

どちらになるのですか。お願いします。 

 

○海老澤係長  御縁がありまして東京都の行政書士会から来ていただいてい

ます。調布の行政書士の方も来てくださっていますけれども，会との連携とい

う意味では，東京都の行政書士会でございます。 

 

○野末委員長  毎年行政書士会と図書館とでやっているということなのです

ね。 

 

○海老澤係長  はい。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。地域というか，いろいろなところと

連携というのは非常に重要だと思いますので，確認させていただきました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。以上で議題の第４号「その他」

を終了いたします。 

 以上で本日の議題，あらかじめ用意されたものはすべてなのですが，ほかに

何か委員の皆様からございましたら，あるいはここまでのところでお話ししそ

こねたことがありましたらいただきたいと思いますが，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，事務局から連絡事項をいただきます。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４回の開催は１月３１日木曜日を予定してございま

す。場所はこちら同じく１００１学習室となります。時間は午後２時から４時

までの予定としております。 

 本日御出席の皆様の御都合がよろしければ，１月３１日ということで決定し

たいと思いますが，いかがでしょうか。――それでは，よろしくお願いいたし

ます。 
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 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。今回は安本委

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。委員の皆様にはこれまで議事の進

行に御協力いただきまして，ありがとうございます。お礼を申しあげます。余

裕を持って終わることができました。資料２の宿題の方は，私の方で議事録を

基に皆さんのコメントを少しまとめさせていただいて，皆さんに御確認いただ

くというようにしたいと思います。 

 それでは，これをもちまして平成３０年度第３回調布市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―― 

 

 

 


