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○事務局（緒方）  おそろいになられましたので，ただいまから第１３期調

布市立図書館協議会委員委嘱式を始めさせていただきます。 

 本日はお忙しい中，御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

 また，このたび第１３期調布市立図書館協議会委員を御快諾いただきました

ことに併せてお礼申しあげます。 

 これより教育長の大和田から委嘱状をお渡しいたします。お名前をお呼びい

たしますので，大変恐縮ではございますが，その場で御起立くださいますよう

お願いいたします。 

 なお，井上潔様は遅参の御連絡をいただいております。また，佐藤好子様は

欠席の御連絡を頂戴しております。 

     （委嘱状授与） 

 続きまして，教育長の大和田からごあいさつ申しあげます。 

 

○大和田教育長  改めて，教育長の大和田と申します。よろしくお願いいた

します。本日はお忙しい中，お集まりいただきまして，誠にありがとうござい

ます。今，皆様方に委嘱状をお渡しいたしました。改めまして，このたび，図

書館協議会委員の役をお引き受けいただきまして，誠にありがとうございます。 

 この協議会ですが，平成７年に発足して今期で第１３期となります。これま

でも委員の皆様方には調布市立図書館の運営やサービスについて御意見をいた

だいておりましたが，今期もさまざまな御意見をお寄せいただきたいと思って

おります。よろしくお願い申しあげます。 

 さて，調布市の図書館でございますが，昭和４１年に開館した後，中央図書

館と１０の分館から成る図書館網を構築いたしまして，いつでも，どこでも，

だれでも気軽に利用できる図書館を基本方針としてまいりました。そして，こ

れまでも図書館資料の収集，整理，提供，保存はもとより，さまざまな活動を
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積み重ねてまいったところでございます。児童サービスでは，ことし３月に第

３次調布市子ども読書活動推進計画を策定いたしまして，市内の学校や関係機

関などと連携して，子どもの読書環境の整備に努めているところでございます。 

 また，長くハンディキャップサービスとして図書館利用に障害のある方への

支援を行っておりましたが，今年度より名称を変え，利用支援サービスとして

の充実を図っているところでございます。１０館ある分館は地域の資料提供，

サービスの拠点として，そこに住む方々の暮らしに密着した存在です。館内展

示や小学生へのガイダンスなどを通じて利用促進に努め，好評をいただいてい

るところでございます。 

 ほかにもさまざまな活動を積み重ねておりますが，１３期におきましても調

布市の図書館としてどのようなサービスがよいのか，どのような形での支援が

よいのかなど，委員の皆様方から忌憚のない御意見をいただきながら，この協

議会を進めてまいりたいと思っております。 

 これから２年間の任期ということでございますけれども，お務めいただいて，

さまざまな視点，観点から御意見を頂戴したいと考えているところでございま

す。ぜひよろしくお願い申しあげます。 

 

○事務局（緒方）  それでは，ここで委員の皆様に自己紹介をお願いしたい

と思います。名簿順で失礼いたします。松田委員，お願いいたします。 

 

○松田委員  杉森小学校の松田と申します。 

 ちょうど秋の読書週間で，今日，子どもたちに読み聞かせなどをしてきたの

ですけれども，１年から４年までの本は動いたのですが，５，６年の本がなか

なか動かなくて，担任の先生たちにちょっと話したところ，正直なところ忙し

くてそれどころではないと言われてしまって，私は２０年前も杉森小の教員だ

ったのですけれども，そのころのほうがまだ重きが置かれていたかな，ちょっ

と残念だなと思うのです。 

 でも，小学校，中学校にお力添えをいただきまして，専門嘱託員の司書さん

が週４日，時間も長くいてくださるということで，本当にうらやましい，どう

して調布はそんなことができたのと他地区から言われるぐらいに，今回の第３
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次調布市子ども読書活動推進計画の文書も本当にいろいろな方が読んでくださ

って，調布はすばらしいですねということを言っていただいているので，これ

もひとえに見識の高い皆さんのおかげかなと思って，また今期もこの会に出さ

せていただくことを感謝しております。ありがとうございます。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，江竜委員，お願いいたし

ます。 

 

○江竜委員  明治大学附属明治高等学校・明治中学校で専任の司書教諭をし

ております江竜珠緒です。よろしくお願いします。 

 自宅は富士見分館から徒歩５分ぐらいの場所にありまして，埼玉から引っ越

してきたのですけれども，そのときには自転車で２０分以上行かないと図書館

がなかったので，徒歩５分というのは，最初引っ越してきたときはものすごく

衝撃でした。あちこちに分館があって，個人的にも非常にお世話になっており

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，菊池委員，お願いいたし

ます。 

 

○菊池委員  菊池弘子と申します。 

 現在，社会教育委員をやっております。今期もまた続けてやりますので，そ

の関係でもう１期ここでお世話になります。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，杉山委員，お願いいたし

ます。 

 

○杉山委員  杉山宏樹でございます。 

 私は，公民館運営審議会という調布の東，西，北の３館の公民館の委員の代

表といいますか，推薦されてこの会に出ております。再任でございます。 

 今まで１期目の２年間は質問することばかりで，要するに知識が余りなかっ
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たということで，２期目は何とかそれを越えて，もう少しお役に立てるような

話ができればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，河戸委員，お願いいたし

ます。 

 

○河戸委員  皆様，こんにちは。河戸良子と申します。アカデミー愛とぴあ

の会員です。 

 私は定年まで働いておりましたけれども，その後はのんびりと日を過ごして

おりまして，体力の衰えと物忘れと日々戦いながら暮らしていたのですが，６

月末ごろにアカデミー愛とぴあの役員さんからお電話をいただきまして，図書

館協議会というものがあって，愛とぴあから委員を１人出していて，鍋山さん

が退任するので，あなたその後やりなさいと突然，寝耳に水の御指名を受けま

して，私はその任にあらずとかたくお断りしたのですけれども，聞いているだ

けでもためになるわよと説得されまして，それもそうかなと思い直しまして，

一から勉強させていただくつもりで参加させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，細川委員，お願いいたし

ます。 

 

○細川委員  こんにちは。ＰＴＡ枠なのでしょうかね。この春まで調布市の

ＰＴＡ連合会の会長を４年しておりまして，今，ＰＴＡもなかなか忙しくて，

いろいろな仕事をばさばさと削減いたしまして，いろいろな市の委員も御協力

いただきまして，引っ込めるということをたくさんやってまいりました。その

報復，代償ではなくて，その代わりといっては何ですが，私が出られるところ

は出させていただこうということで，このたびの委員をお引き受けしたもので

ございます。 

 私のファッションはコスプレをしているわけではなくて，覚證寺という富士

見町のお寺の住職をしております。こども食堂だとかをやったり，今でも調布
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中学校の地域学校協働本部のコーディネーターもさせていただいております。

どうぞよろしくお願いします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，松澤委員，お願いいたし

ます。 

 

○松澤委員  皆さん，こんにちは。松澤和昌と申します。 

 家はこのすぐ近くの調布銀座という商店街で学校の制服とか体操服とかを扱

う洋品店をやっておりまして，私もＰＴＡは平成１９年から平成２３年まで５

年間，第一小学校の会長とＰＴＡ連合会の副会長をやったりしておりました。

今は第一小学校地区の学校評価委員とか，地区協議会の会長もやっております。

今回で３期目になりますので，またよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，野末委員，お願いいたし

ます。 

 

○野末委員  野末と申します。よろしくお願いいたします。 

 青山学院大学というところで教員をしております。図書館情報学が専門です

ので，そのこともあって学識経験者枠でお声を掛けていただいているというこ

とでございます。住まいは深大寺でございまして，私もＰＴＡ会長をやってい

たものですから，隣のお二人にはそのときにいろいろお世話になりました。狭

いです。 

 調布の図書館は，全国的にも間違いなくトップクラスの図書館でございます。

その図書館についてこうした形でかかわれることは非常にうれしく思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，深沢委員，お願いいたし

ます。 

 

○深沢委員  深沢加代子と申します。よろしくお願いします。 
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 ３期目なのですけれども，今までは教えていただくだけで何もお返しができ

なかったので，今度こそ何か形としてお返しできたらと思っています。よろし

くお願いします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。次に，野口委員，お願いいたし

ます。 

 

○野口委員  初めまして。野口久美子と申します。 

 八洲学園大学というところで，八洲学園大学は通信制の大学ですので，主に

社会人の方で図書館司書の資格をとりたい方とか司書教諭の資格をとりたい方

向けの科目を担当しております。学識経験者ということで御依頼いただいたか

と思います。研究は，今まで主に学校図書館ですとか読書教育を中心にやって

きましたので，そのあたりを何かしら発言できたらと思っております。こうい

った協議会の委員という大役を務めるのは初めてなものですから，何かと不慣

れな面もあるかと思いますが，よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございました。 

 これをもちまして，第１３期調布市立図書館協議会委員委嘱式を終わります。 

 ここで，教育長は公務により退席させていただきます。 

 

○大和田教育長  よろしくお願いします。 

     （大和田教育長退室） 

○事務局（緒方）  お待たせいたしました。 

 次に，職員の紹介をさせていただきます。説明者席前列におります図書館長

の小池でございます。 

 

○小池館長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  次に，副館長の福島でございます。 
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○福島副館長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  後列に移りまして，図書館サービス係長の五十嵐でござ

います。 

 

○五十嵐係長  五十嵐でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  児童サービス係長の森でございます。 

 

○森係長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  調査支援係長の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）  資料係長の加藤でございます。 

 

○加藤係長  加藤です。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  利用支援係長の返田でございます。 

 

○返田係長  よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  なお，本日欠席させていただいておりますが，地域サー

ビス係長の河内でございます。 

 事務局を務めさせていただきます庶務係の齊藤でございます。 

 

○齊藤係長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  佐藤でございます。 
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○佐藤主任  よろしくお願いします。 

 

○事務局（緒方）  申し遅れましたが，私は庶務係長の緒方と申します。同

じく事務局を務めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 職員の紹介は以上でございます。 

 なお，本協議会でございますが，議事録の公開をしております。毎回速記業

者の方に同席いただいておりますので，御了承ください。 

 それでは，ただいまから平成３１年度第３回調布市立図書館協議会を開会い

たします。 

 初めに，図書館長の小池から開会のごあいさつを申しあげます。 

 

○小池館長  改めまして，本日はおいでいただきまして，ありがとうござい

ます。先ほど教育長から委嘱状をお渡しさせていただいたわけですけれども，

改めてよろしくお願いいたします。 

 新しく委員をお引き受けいただいた方々もおいでになりますので，硬い話で

はありますけれども，図書館協議会とは何ぞやという説明をさせていただきた

いと思います。 

 図書館協議会というのは，図書館法第１４条「公立図書館に図書館協議会を

置くことができる」の規定を設置の根拠としており，調布市立図書館条例の中

にもその旨があるわけですけれども，その任務というのは，「図書館の運営に関

し館長の諮問に応ずるとともに，図書館の行う図書館奉仕につき，館長に対し

て意見を述べる機関とする」とされております。硬く言えばこういう法律上の

言葉です。 

 これまで調布市立図書館協議会では，諮問，答申を毎回行うことはなく，こ

こ４年くらいは図書館のあり方，図書館協議会のあり方などをお話ししていた

だいて，まとめてきたということがあります。本日の議題にもかかわりますけ

れども，現在は特に館長から諮問させていただくような課題はございません。

図書館奉仕，図書館サービスについて御意見をいただくことを中心に進めてい

ただけたらと考えているところです。 
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 次に，台風１９号についてです。先日，１０月１２日の土曜日に東京を中心

にかなり強く大きい台風が来たということで，結果として，１２日土曜日は図

書館は全館休館，１３日は安全が確認できたところから開館するということで，

１３日は開館しております。 

 このことに対して，２日ほど前の１０日の段階には閉館時間を早めたり，な

いしは開館時間を遅くしたりということは起こるのではないかと想定していた

のですけれども，電車の計画運休が発表されたり伝わり始めて，利用者，スタ

ッフの安全も確保できなくなるのではないかと考え，ぎりぎりではありました

が，１１日の夕方に１２日は休館しようと決めたところであります。 

 被害といいますか，図書館への影響としては，建物的には分館で２館が浸水

ということで，吹き込みが強かったのですけれども，大きな被害はなかった状

況であります。 

 一方，今回は避難所開設を本格的に行う中で，そこは市役所の職員が当たる

ことになっているわけですけれども，可能な範囲ではありましたが，図書館の

職員も避難所開設要員ということで，結果６人が当たることになりました。そ

ちらに従事して，１２日の午後から避難所という話になり，夜中，明け方まで

避難所で業務をしたわけですけれども，さっき申しあげたように，翌日１３日

に開館するということもありましたので，そのまま開館要員で出るということ

も実際には起こり，今後そういうことについての体制のとり方が大きな課題と

して見えたところがあります。 

 ４０年ぐらい前はそういうことがあったかもしれませんけれども，多分この

辺では記憶にない，今までここまですごい台風は東京では余りなかったのでは

ないかと思います。中にはお借りになっていた本が水ぬれに遭う，一部の地域

によっては，いわゆる水没ということもあったので，水ぬれがあったというお

話も頂戴しておりまして，そういう場合の資料の取り扱い，通常は汚したりし

たら弁償になるのですが，免除するとか，そういう取り扱いを判断させていた

だいたりということがあります。今回は，これまで経験したことのないような

ことが次々と起こった台風であったということです。 

 図書館にとって，特に本にとって水は大敵になっておりますけれども，今後，

資料保全も含め対処が必要なこともあると思います。都内では大学図書館です
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が，東京都市大学が地下に図書館の書庫があるとか，隣の川崎市市民ミュージ

アムも保存庫が地下に設置されていて，そこが水没，水害に遭っているという

こと。調布市でも昔，川の水があふれて実篤記念館の事務室の地下部分に水が

入ってしまったということがあります。 

 実はこの図書館も，今日，終わってからお時間があれば御案内しますけれど

も，地下に書庫があるのです。ないことと思いたいのですけれども，本当に水

があふれてきたときに水が入ってしまったらという状況があります。そういう

ときの資料をどうしていくかは，やはり考えなければいけないこととして今回

は起こったと考えているところではあります。 

 そういうこともありますけれども，これから２年間，どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○事務局（緒方）  次に，本日の定足数の御報告をいたします。 

 先ほども御報告いたしましたが，佐藤委員におかれましては，本日御欠席の

御連絡をいただいております。つきましては，ただいまの時点で１１人の委員

に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

項に規定しております定足数に達しております。 

 続きまして，傍聴希望者につきまして御報告いたします。本日，傍聴希望者

の方はいらっしゃらなかったことを御報告いたします。 

 続きまして，資料の確認をお願いいたします。お手元に資料の御用意をお願

いいたします。 

 付番はございませんが，平成３１年度第２回調布市立図書館協議会議事録

（案）。ホチキス留めになっております冊子でございます。 

 資料１「図書館利用状況報告書（平成３１年４月～令和元年９月期）」。 

 資料３「調布市立図書館利用者懇談会」。 

 資料４「図書館だより２０１９秋」。 

 資料５「中学生にすすめる本２０１９」。 

 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」。 

 以上が事前に郵送させていただきました資料でございます。 
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 次に，本日，机上配付いたしました資料の確認をさせていただきます。 

 資料２「第１３期調布市立図書館協議会の進め方（案）」，Ａ４サイズの１枚

のものでございます。 

 次に「利用支援サービス利用者懇談会のお知らせ」，小さいサイズの資料でご

ざいます。 

 次に「調布市立図書館協議会委員名簿」。 

 次に「平成３０年度版数字で見る図書館活動」。 

 次に「調布市立図書館５０周年記念事業の記録」。 

 次に「相続のブックリスト」，Ａ５版の小さいサイズのものでございます。 

 以上６点を机上に置かせていただいております。不足のものはございますで

しょうか。よろしいでしょうか。――ありがとうございます。 

 それでは，議題に入らせていただきます。 

 議題第１号は「委員長及び副委員長の選任について」でございます。調布市

立図書館条例施行規則第１５条の規定に基づきまして，委員長及び副委員長は

委員が互選すること，任期は１年となっております。 

 委員長，副委員長に立候補していただける方はいらっしゃいますでしょうか。

――いらっしゃらないようでございますので，いらっしゃらなかった場合に，

誠に勝手ではございますが，お引き受けいただくように，館長の小池からお声

掛けをさせていただいた方がいらっしゃいます。委員長には野末委員，副委員

長には野口委員でございます。 

 皆様にお諮りいたします。野末委員を委員長，野口委員を副委員長とするこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

     （賛成者挙手） 

 ありがとうございます。全員一致によりまして，委員長は野末委員に，副委

員長は野口委員に決まりました。 

 以上で議題第１号を終わります。 

 次の議題に入る前に，皆様にお願いがございます。御意見など発言をされる

場合は，委員長の指名を受けてから御発言くださいますようお願いいたします。 

 それでは，ここからは委員長に進行を引き継ぎたいと思います。野末委員長，

よろしくお願いいたします。 
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○野末委員長  よろしくお願いします。前期に引き続き，進行役を務めさせ

ていただきます。この手の協議会，審議会，委員会は大体，学識経験者枠の中

で進行するのが通例になっておりますので，お引き受けさせていただきたいと

思っております。皆さんでよりよい調布の図書館，あるいは調布市にするため

に闊達な御意見を交わしていければと思っておりますので，どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは，早速でございますが，議題の第２号「平成３１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。 

 ちなみに，調布市の図書館協議会は年度の途中で期が変わるので，今日，３

１年度第３回なのですが，年度に４回ありますので，我々第１３期は，３１年

度の３回，４回，その次に１，２，３，４とやって，その次の１，２まで合計

８回の協議会が予定されているということでございます。年度と期の切れ目が

ちょっとずれているのを御承知おきいただいた上で，この前の期の最後の協議

会になりますけれども，３１年度第２回調布市立図書館協議会の議事録（案）

でございます。 

 こちらは開催通知と併せて事務局から送付がなされております。委員の皆様

には既に確認いただいているかと思いますが，修正のお申し出はございますで

しょうか。どうぞ。 

 

○菊池委員  ２つ指摘させていただきたいのですけれども，まず１２ページ，

私の発言の中の上から９行目に「松田委員がおっしゃったように」という部分

があるのですが，それは「松澤委員」です。これは，ここに「前回」とありま

すように，今から言うと前々回なのですけれども，松澤委員が御自身のお母さ

んのことを例に挙げられて，高齢者の対応というところで意見を述べていただ

いたことを受けての私の意見なので，これは訂正していただきたいと思います。 

 もう一点は，３４ページです。これは小池館長のまとめ部分の一部なのです

けれども，上から７行目に「東京資本に頼まなければいけない」という表現に

なっておりますが，流れから言うと「東京の書店」ではないかと。これでよろ

しいのかどうか，私はちょっとクエスチョンマークがついているところなので



 

13 

すけれども，御本人から言っていただいたほうが。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。１点目は修正いたしましょう。松澤

さん，大丈夫ですよね。たしかそうですよね。 

 

○松澤委員  はい。 

 

○野末委員長  ２点目は小池館長，いかがですか。 

 

○小池館長  多分，言葉としては「東京資本」という言い方をしたと思いま

す。ただ，それだと恐らく分かりにくいと思いますので，結局，東京，大阪に

本の流通の中心があるものですから，そういう意味で申しあげたので，今おっ

しゃっていただいたように「東京の書店」でも間違いではないと思います。 

 ただ，実はもう１つあるのは，いわゆる中央資本という言い方に近い意識も

あって言葉を使っていて，地方，中央という言い方で言ったときに，よく言わ

れるのは，東京に頼っているというか，あるいは東京に依存しなければいけな

いという社会構造の話として東京資本という言い方を使ったものですから，文

脈でいけば本の流通の話をさせていただいているので，指定管理の話はちょっ

と置いておいたとしても，そちらのほうが分かりやすいかなと思いますので，

ここは修正でよろしいかと思います。言い方としては「東京の書店に頼まなけ

ればいけない」ということで。 

 

○野末委員長  では，そのように修正しましょうか。公開するものですので，

読み手に誤解がないことが大事だと思います。修正をしてお認めいただくこと

とします。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では，今の２箇所を修正した上で署名により確定いたします。前回の指名が

井上委員でした。後ほど署名とはんこをいただくということでございます。調

布はなかなか伝統的なやり方をしておりまして，議事録に署名と捺印を毎回き

ちんとしております。 
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 それでは，以上で議題の第２号を終了いたします。ありがとうございました。 

 では，議題の第３号「平成３１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いたします。 

 

○小池館長  では，私から図書館の利用状況報告ということで，上半期の状

況について報告をさせていただきます。資料１です。横長のものになります。 

 通常，こういう場合には昨年度との比較を見ていただいていますので，最下

段のところ，▲になっていないところは昨年よりも増えていると読んでいただ

ければと思っております。 

 それで見ますと，新規登録については少し増えた。それから，予約受け付け

件数としても少し増えている。貸し出しについては，まだ増えるという感じは

ありませんけれども，確実とは言えませんが，昨年よりも減少する傾向が少な

くなっている傾向が見られます。 

 なぜこれが起こるかというのは，特に子どもを中心に利用を伸ばそうという

ことで，５月の連休のころから始めまして，利用促進の取り組みをいろいろさ

せていただいている結果として，またいろいろな方に図書館を使っていただけ

るようになったのかなと思っています。新規登録が増えることが翌年以降の利

用を増やしていく傾向がありますので，引き続き多くの方に使っていただける

ように努力をしていきたいと思っているところです。 

 それから，もう１つ補足の説明となりますけれども，成人，児童という新規

登録ないしは有効登録の区分ですが，１２歳までの人が登録すると児童に入れ

ます。１３歳以上の人についてはすべて成人とさせていただいています。これ

は利用者の部分です。一方，予約数，貸し出し数でいうところの成人資料，児

童資料は，大人向けの本と子ども向けの本ということで，本のほうに着目して

区分しています。子どもの本を子どもが使ったとか，そういう統計ではありま

せんので，同じ成人，児童という言葉を使っていますが，定義が違っているこ

とを改めて申しあげたいと思います。 

 それから，有効登録者の増減について入れていないのは，年度末に一度，利

用していない人を除くという作業をしますので，年度の途中で増えているとか

という傾向を申しあげても余り意味がないと思うので，ここはゼロのままにな
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っているということです。 

 説明としては以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，利用状況報告につきまし

て御意見，あるいは御質問がおありの委員は挙手をお願いいたします。いかが

でしょうか。どんなことでも大丈夫です。お願いします。 

 

○深沢委員  視聴覚資料のほうで５％の減になっているわけですよね。これ

は資料のメニューが少ないのではないかと思うのですが，そういったことの選

択はどうなっているのでしょうか。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，こちらは五十嵐係長，お願い

します。 

 

○五十嵐係長  視聴覚資料を選定する担当がおりまして，映像資料，音声資

料を選定して入れております。どういったものを入れていくか，データを整備，

それから装備やいろいろな段階を経て入れておりまして，選定，購入し，また

整理をして出していこうと努力しているところです。 

 以前，レーザーディスクを置いておりまして，そちらを御覧になられる利用

者がいらして，当時は来館者も多かったのですけれども，そのＬＤを見られる

機器が製造中止になり，壊れてしまいまして再生できないようになりまして，

サービスを中止したわけですが，来館者自体が減ってしまったところも少し影

響しているのかなと思っております。 

 

○深沢委員  自分が利用しないのにこんなことを言ってはいけないのですけ

れども，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した。どうぞ。 

 

○森係長  実際にＤＶＤを選んでいる担当をしておりまして，よく同じよう
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にＤＶＤが少ないではないかという御意見は実際に利用者の方からいただいて

いるのですけれども，実情としましては，ＤＶＤで言いますと，図書館で購入

できるＤＶＤというのは，図書館で貸し出してもよいという著作権処理をされ

ているＤＶＤを買っているのです。なので，一般の方が普通に買えるようなも

のではなくて，そういった処理をされているものの中から選んでいるのです。

なので，買いたいと思っても，実際にそのものが買えなかったりいうのが結構

あります。 

 あと，著作権の処理をされているものなので，市販されているものよりもお

値段が高いのです。１本ＤＶＤを買うのにも１万５，０００円ぐらいはします

ので，なかなか点数をそろえられないというのも図書館で種類が少ない原因か

と思います。 

 

○深沢委員  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。ほかにいかがでしょうか。よろしい

ですかね。 

 では，私から。減り方が減っていると。要するに，１年前はもう少し▲が多

かったのでしたっけ。だとすると，この間，何か働き掛けの工夫みたいなもの

は，どういうところが功を奏したのかというのを少しお尋ねできれば。 

 

○小池館長  ちょうど「数字で見る図書館活動」を今日はお配りしています。

特に今回，３０年度の事業をまとめるに当たって作った部分としては６４ペー

ジ以降，分館の様子です。各館の様子を今回はまとめて，１館１ページ分ぐら

い載せています。実は展示とか催し物のたぐいを分館のほうはかなり積極的に

やっている。以前からやっていないわけではないのですけれども，そういうこ

とをＰＲするというか，広めていくことも併せて行うように今しておりまして，

それが徐々に分館への来館を伸ばしているのではないかと思っています。来館

者数は数えていないので分かりませんけれども，分館からの報告を聞く限りで

は，やはり繰り返し使う人たちが増えてきている。しかも，知り合いを誘って

来る，子どもで言えば一緒に行こうという感じのことが増えてきているという
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報告が多くありますので，恐らくそれで繰り返し利用する，ないしは新しい利

用者が来ている傾向があるのではないかと考えているところです。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。分館はおもしろそうなことをたくさ

んなさっていますもんね。 

 それでは，よろしいですか。――ありがとうございます。では，議題の第３

号を終了いたします。 

 続きまして，議題の第４号「今期の調布市立図書館協議会の進め方について」

でございます。こちらは資料２です。今日，机上配付されたものです。図書館

電算システムの更新ほかについて，小池館長から御説明をお願いいたします。 

 

○小池館長  ちょっと議題と内容が一致しないのではないかと思われるかも

しれませんけれども，先ほどあいさつでも少し触れましたが，図書館協議会の

１つの役目として，館長の諮問に応じとかあるわけですが，どちらかというと，

図書館のサービスに関していろいろ皆様方に入ってくるお話，あるいは皆様方

が思っていることをこういう場でお話しいただき，それを図書館の運営ないし

はサービスに反映させていこうと考えています。 

 年４回ですので，実際にこの場に集まったときにお話しするだけではなく，

何かのときに図書館のほうに話しやすいチャンネルができているのではないか

ととらえていただいて，電話でもメールでもおはがきをいただいても結構です

けれども，図書館に対して皆様に聞こえてくること，あるいは皆様が考えたこ

とをお伝えいただいて，それを図書館に生かしていければと思っています。 

 その中で今回，この期の最初のほうにかかわることで大きい事業としてある

のは，令和３年，西暦２０２１年に図書館が今使用している電算システムの更

新時期に来ます。それについて今，調査，検討を始めているところですけれど

も，その中で今後，今日の資料でいくところの課題としてあることについて，

今日少しいただければ有り難いですし，次回，１月に予定しますが，１月ない

しは次に５月にと考えておりますので，そのところで少しお話しいただけると

よいかなと考えているところが１つあります。これは後ほどまた詳しく。 
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 それから，その他としましたけれども，何か図書館サービスに関して，先ほ

どありましたように利用状況などについての報告や，これからあるイベントだ

とか，そういうものについての御報告などをさせていただきますが，事前に分

かることについて御意見をいただいたり，そういう形での図書館サービスに関

して御意見をいただいて進めていければいいと思っているのが２，その他とし

たところでございます。 

 最初に戻りまして，図書館電算システムの更新ということについてですけれ

ども，令和３年，西暦２０２１年度に予定している図書館電算システム更新が

あります。現在は，サン・データセンターというところが作っているＣＬＩＳ

３．０を使用しているのですけれども，これをこのまま継続して，いわゆるバ

ージョンアップをしていくのか，あるいは違うメーカーといいましょうかベン

ダーさんといいましょうか，そういうものに切り替えていくかを今考えている

わけです。 

 その中で次の課題としてあるのが，１つは学校図書館との連携ということが

あります。もう１つは，検索性能について。ウエブサービスということで，ホ

ームページからの検索だとか，そういうものについてのレスポンスが体感的に

も遅くなっているのではないかという課題もありますので，その部分について

どうしていくか。あと，ＩＣタグを資料に装着して管理していくことについて

どうするか。それから，ここには読書通帳と書きましたけれども，最近，ほか

の図書館の動向などを見ていると，利用者向けのサービス向上といいましょう

か，利便性を高めていくというところで幾つか出てきていますので，そういう

ことについて調布としてどうしていくかということが今課題として上がってき

ていることがあります。 

 スケジュールとしては，システムの調査とか採用，システムをどうするかと

いうことについては今年度，３月ぐらいまでには決めたいと考えています。令

和２年には，そのシステムを動かすため，ないしはそこに盛り込んでいくサー

ビスについての調整を図っていきたい。令和３年には，１０月に稼働を予定し

ているので，最終的な準備に入っていきたいと考えているところです。 

 課題として挙げているところをもう少し説明すると，学校図書館との連携と

いうのは，現在，市立学校２８校ありますけれども，そちらで使用しているい
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わゆる学校図書館の資料管理システム，貸し出しとかも含めてのシステムがあ

りますが，それは市立図書館が使っているシステムとは連動していないのです。

あちらはあちらで１つのシステムとして動いていて，こちらはこちらで１つの

システムとして動いている。 

 最近，他の自治体，他の図書館を見ていますと，学校図書館と市立図書館の

連携の中でシステムを一緒に共有するというか，そういうことが動いてきてい

て，恐らく１つメリットとしてあるのは，資料の状態がお互いに分かりやすい

ということ。それで資料の行き来，実際には市立図書館側から学校図書館側に

貸すというのが多くなるかと思いますけれども，その効率化が図れるのではな

いかということが１番のメリットかなと。 

 デメリットとすれば，システムが広くなるので，その管理についてはなかな

か大変になるだろうなということがありますけれども，幾つか実際には動いて

いて，それを利用したサービスというか，特に子どもたちへのサービスが向上

しているのではないかと考えているので，それを調布としてどうしていくかと

いうことが１つあります。 

 それから，検索性能ということでは，ここにはレスポンスと入れましたけれ

ども，やはり探しやすくするシステムとは何なのかということを考えて，幾つ

か利用者さんの説明を聞いていると，やはりそこに重点が来ているのかなと。

あるかないかを探すのはできて当たり前なのですけれども，そこに発見すると

か，そういう機能が最近はちょっと加わってきていると。思わぬというか，自

分が探していたものに近いものが出てくるとか，意外なものが出てくるとか，

そういうことを少し期待しているシステムが出てきている感じがありまして，

それをどの程度入れていくかということ。 

 それから，ＩＣタグについては，今，図書館で管理している本の数としては

１３０万冊ぐらいあります。これをすべていわゆるＩＣタグというものを付け

るとすれば，かなりのお金がかかりますし，付けてデータを入れるということ

を考えると，とても１年では終わらないのではないかという物理的な量的なも

のをどうしていくかということ。ただ，ＩＣタグを入れることによって，管理

が楽になるというのは語弊があるかもしれませんけれども，使い勝手はよくな

ると一般には言われているので，その中で使い勝手を本当によくしていく，か
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つ経費的な部分で合理的な部分がどこにあるのかということを検討してやるの

であれば，実際にやるというように今考えているということです。 

 それから，読書通帳というのは，以前も少し話題になったかと思いますけれ

ども，銀行の通帳みたいな形で自分が借りた本が何なのかというのを書き込ん

でいく，通帳状にしていくというシステムがあるのです。例えば，そうするこ

とによって子どもにとっては励みになるとか，あるいは大人にとってもでしょ

うけれども，記録として自分の行動を次に変えていくようなものになるのでは

ないかということで，幾つかの図書館では始まっていますが，それを調布とし

てどうするのか。 

 一方で，例えば読書通帳にまつわる話としては，何を借りたか図書館は記録

を残さないという方針でやっているところに反するのではないかという話に対

してどう考えていくかということ。それ以外にも，今も少しやっていますけれ

ども，こういう本が入りましたというお知らせだとか，先ほどの検索にもかか

わりますけれども，こんな本もありますというお知らせをしていくことなど，

あるいは考えもしないような何か新しい図書館の資料とかを使ったサービスが

できてくればいいのかなと考えているところです。 

 最近，スマートフォンを持っている人が多くなってきているので，スマート

フォンを通じた情報をキャッチするだとか，スマートフォンを使ったナビゲー

トというか案内をしてくれることがあると利便性が向上したという向きもあり

ますので，余り時間はないですけれども，そういうことも考えていっていいか

なと考えているところです。 

 スケジュールにかかわりますけれども，ずっと考えていても実現しませんの

で，あと半年ぐらいの間にこういうサービスというように大体考えて，それが

実現できるためのお金の話と人的な投入がどれだけできるかで決めていきたい

と考えているところです。 

 電算システムに関して，特に今近い話なので詳しくさせていただきました。

何か御意見がございましたら教えていただければと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。今期の進め方として，まず目の前と

いうか，とりあえず電算システムの更新があるので，それについて我々で意見
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をお伝えする。その中で，ここに書いてあるように学校図書館との連携とか読

書通帳とか，調布にとってはかなり新しい取り組みが含まれているので，シス

テムという名前が付いていますけれども，実は図書館サービス全体を見渡すよ

うな話になるのかなと個人的には受け止めました。 

 それから，２のその他と書かれていますけれども，我々協議会としては，今

日冒頭に館長からも御説明があったように，図書館サービスについて意見を述

べていくということなのですが，その中で少し議論したほうがよいような大き

目な課題が出てくれば，この協議会の中でそれを拾って，例えば複数回にわた

って議論するとか，そういった形で進めていくことでよいのかなと受け止めま

した。進め方自体についてはよろしいですかね。当面の課題と，もし長期的な

課題が出てくれば，それをここで議論しながらということでいきたいと思いま

す。 

 まず，電算システムの更新について今，小池館長から御説明がありましたけ

れども，今日のところは，まずは御意見，御質問を伺っておき，今日何かを決

めるというよりは，継続して少しお考えをお聞きいただいて，こんな手もある

のではないかとか，こんなアイデアもありそうだということを次回，あるいは

次回以降にお伺いして，議論しておくべきところがあれば，ここで議論してお

こうということになろうかと思います。皆さんのほうからいかがでしょうか。 

 今の時点では，余り予算のことは気にしないで，こういうこともできたらい

いねということを発言できる状態だと思います。多分，実際にやろうとすると，

どれもそこそこお金がかかるような話になりますので，そこは事務局にお任せ

して，我々は，こんな方向があるのではないかという意見を述べればいいのか

なと思います。皆さんそれぞれのお立場もございますが，個人的な御意見でも

構いませんので，率直におっしゃっていただければと思います。必要があれば，

次回に少し資料をそろえて，例えば読書通帳とはどんなものかとか，それから

学校図書館と連携している自治体の例であるとか，あるいは検索の新しいやり

方とか，そういったものを資料をもとに少し意見交換するのもいいかなと思い

ます。 

 学校図書館と連携している例だと，多分，関東だと早いのは袖ケ浦とか市川

とかあの辺ですかね。もう２０年ぐらいになるのですかね，小学校，中学校と
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市の図書館がネットワークを組んでいて，たしかあそこは検索すると取り寄せ

とか配送ができるようになっていて，市に車が回っているのだったと思います

けれども，こっちの図書館になければこちらから取り寄せることができるよう

な，週に１回とかの配送だったような気がしますが，そういうところを組んで

いる例として多分よく知られているところの１つだと思います。 

 ただ，確かにコストがかかるので，それに調布市としてどのぐらいニーズが

あるかということもありますよね。市の広さであるとか教育の仕組みが違いま

すので，調布にそのまま持ってくるべきかどうかということは別として，そう

いう例もあるので，少し他自治体の状況も踏まえながら話し合っていければい

いかなと。例えばそんなことかなと思いますが，今日の時点では，このメモを

もとに皆さんのほうでお気づきの点があれば。アからエにないような新しい課

題でも結構です。いかがでしょうか。特に新しく委員になられた方は，突然こ

こでいかがでしょうかと私が申しあげてもなかなか難しいところはあるかもし

れませんが。野口さん，お願いします。 

 

○野口委員  先ほどの議案ともちょっと関連してくるところかと思うのです

けれども，学校図書館との連携というところで出てきていましたので，現状，

学校向けの団体貸し出しはどういう形で申し込みを受けて，どう配送されてい

るのか，その辺のシステムのあたりを教えてほしいのが１点と，学校向けの団

体貸し出しの利用状況の傾向を知りたい。今のところ，一部の学校が結構集中

的に使っているのか，それともどの学校でも満遍なく利用があるのか，そのあ

たりを教えていただければと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。これは森係長からですね。お願いし

ます。 

 

○森係長  学校への団体貸し出しについては大きく２つありまして，１つ目

は学級文庫として，学校によるのですけれども各クラスだったり特定の学年へ

本を運ぶというのがあります。以前は，１学期，２学期，３学期，学期ごとに

本の入れ替えをして運んでいたのですが，運送費の予算が削られてしまったの
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で，ここ数年は１年間貸し出しをして，クラスで本を入れ替えていただくよう

な対応をとっています。ただ，その学級文庫も全学校でやっているわけではな

くて，やっていない学校もあります。特にクラス数が多い学校ですと，本の管

理がなかなか大変ということでやっていなかったり，もしくは低学年だけ学級

文庫をやるという学校もあります。 

 ２つ目で主に利用があるのは，学校ですと調べ学習として本の依頼があって

団体貸し出しをしています。これは調べ学習連絡票という書式がありまして，

学校のほうから何年生のどういったテーマで調べ学習をするので，こういった

本を何冊ぐらい用意してほしいという依頼が来て，図書館で用意をしています。

その本は，先生が直接取りに来られる場合もあるのですけれども，車で搬送し

ているということです。 

 あとは，急にこういうものが必要になったので本を集めてほしいということ

で，それは大量にというよりは，この本が必要なので用意しておいてください

というように電話なりファクスなりで連絡をくださるケースがあります。 

 先ほど申しあげましたように，運送費は指導室の予算になるのですけれども，

かなり削られてしまったということ，あと本の装備費の単価が上がったという

ことで，やはり運送費からそれを持ってこなくてはいけないこともあり，本当

は学級文庫をやりたいのだけれどもお金がないということで，先生方もかなり

絞って図書館に団体貸し出しを依頼しているという現状があります。利用の現

状についても，全校で行われているというよりは，学校によって利用の仕方は

まちまちというところです。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。野口委員，大丈夫ですか。 

 

○野口委員  はい。 

 

○野末委員長  学校とどう連携するかというのは大きな問題ですよね。調布

では学級文庫として今，１年に１回希望のあった学校に貸し出しをして各クラ

スに置いていただくということと，あとは調べ学習で協力関係があるというこ

とですね。これ，井上委員，松田委員，何か補足説明はございますか。学校で



 

24 

はこのように考えているとか，こんな状態であるとか。 

 

○松田委員  運送費の削減ということで非常に影響が大きくて，司書が自分

で自転車で運んでくる。分館が近いですからそれが可能なのですけれども，行

って持ってくるということも結構多いです。１年に一遍，司書たちが学校図書

館の利用報告書というのを出しておりまして，本当は皆さんに一度見ていただ

ければいいのですけれども，各学校全部，どういう調べ学習をして，何冊どう

やって借りたか，それから毎日の学校図書館をどのぐらい利用しているかとい

うのを全部データにして，各学校一覧になっています。それを今度お持ちした

いと思います。 

 そのほかに，例えばポプラディアの学習とか，各学年でこういう学習，例え

ば２年生だったら植物図鑑でこういう学習ということをきちっと設けてやって

おりますので，そのときに各学校のポプラディアを集めて，各班にポプラディ

ア１セットずつ使って調べ学習の最初の導入みたいなことをやったりしますの

で，そのときは重いですから運送で運びます。５年生だったら年間でこういう

学習ということでちゃんとやっております。だから，本当は運送費を十分にい

ただきたいというのが正直なところです。 

 

○野末委員長  なるほど。ありがとうございます。どうぞ。 

 

○菊池委員  今初めて伺うようなお話も多いのですけれども，例えば討議す

る前段階として，私だけかも分かりませんが，そのようなものを知らないで意

見を述べるよりも，前提としてある程度の資料的なものをいただいた上で討議

を重ねたいという思いを今持ちました。 

 それから，運搬費が高いというのは，うちのほうだと爽爽荘の車が学校のほ

うを巡回して何か届けているような，そういう運搬の仕方ではないのですか。 

 

○松田委員  ブルーのパレットの物流システムができ上がっていて，各学校

を回っているのです。図書館からいただいたり，学校から学校へということで，

例えば読書会をこういう形で開きたいので複本で借りたいとかというと，いろ
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いろな学校からその本を借りてとか，資源共有化ということで，全国に先駆け

て調布はそのシステムを利用できるようになったので，それで本当に学校図書

館が資料を使えるようになったのです。そういう経緯があって有り難いと思っ

ています。 

 

○野末委員長  でも，運送費も減らされているのですね。小池館長，お願い

します。 

 

○小池館長  重なりもありますけれども，若干補足。今，本をどう動かして

いるかということですが，予算的には学校のほうの予算で，指導室が予算を持

っていまして，いわゆる運送屋さんに箱単位で運ぶというお願いをしています。

箱に本を入れて，学校間，あるいは市立図書館と学校のやり取りをするところ

の仕組みはできています。そこにいわゆる運送費が実際に発生するところで，

それについてはいろいろな事情で減ったとか増えないとかという話がここ数年

起こっている。 

 もともとの発想は，最初にお話ししたように，どこに本があるかが分かれば

利用できるだろうと。でも，本は自分では動かないので誰かが動かす。そのた

めには必ず動かすシステムが必要。それが先ほど松田委員からあった学校資源

共有化事業ということで，図書館が持っている本を資源といえば，それをどう

回すかはセットですという話で，本を運ぶこととデータベースを１つにすると

いうことをやってみた。あれからもう十数年たっていて，仕組みとしては一定

落ち着いているのですけれども，すごく利用が増えたときに，運ぶということ

についての経費が十分でないというのが現状にある。 

 細かく言うと，調べ学習のときに５０冊とか動かすことは余りないのです。

例えば１冊，２冊を貸してほしいといったときに，１箱に１冊，２冊入れて運

ぶことは非効率だと言われて，結局は先生方が自分で取りに来るということが

実際には多く行われることになっていくのですが，学校間の移動というのは，

ちょっと私たちには分からないのですけれども，それが現実にはなかなか難し

いというお話は聞いたことがあります。 

 ですので，市立図書館と学校との間はやり取りができているけれども，学校
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と学校の間がもう１つの課題としてあるのかなとは聞いているところです。 

 

○野末委員長  今，菊池委員からあったように，ここは少し資料を整えて，

それをもとに話し合いができたほうがよさそうなので，事務局には申し訳ない

のですが，ちょっと整えていただきたいと思っているのですが，子どもたちが

授業で使う本とか，それこそ昼休みとか放課後，朝，子どもたちが本と接する

時間をどう作るかというのは，多分いろいろな取り組みが行われていて，ＰＴ

Ａなどでも読み聞かせで保護者が行ったりとかということ，学校によっては結

構積極的にやっていますよね。 

 

○井上委員  やっています。 

 

○野末委員長  そうですよね。どうですか。 

 

○松澤委員  運送の運ぶ話なのですけれども，今，１冊，２冊という話があ

ったのですが，自分がＰＴＡをやっているときに学校交換便というのがあって，

封筒にどこの学校からどこの学校に手紙を送ってくださいというのがあって，

１冊，２冊ぐらいだったらそれで送れないのですか。駄目なのですか。 

 

○小池館長  何かここで首を振ってはいけないのかもしれませんが。 

 

○野末委員長  それとは違うのですか。 

 

○小池館長  例えば，先ほどポプラディアとありましたけれども，本は結構

大きく重いものなので，ポプラディアをそれに乗せることは不可能なのです。

例えば今度，校外学習みたいなもので日光に出掛けますといったときに，市立

図書館から○○学校に送るということは１箱できるかもしれないのですが，さ

っきポプラディアの例を出されたみたいに各学校に分散しているものをそこに

集中させるとすると，最後はやはり１冊，２冊になるのですけれども，それを

いわゆる学校交換便に乗せることはできないです。実際には，学校交換便も手
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提げ袋に入るサイズなので，通常の文書交換用に使われているので，本を送る

ということは余り考えられていないです。 

 

○細川委員  それを考えてもらうことはできないのですか。 

 

○小池館長  それはお願いしたいです。 

 

○細川委員  誰に言えばいいのですか。 

 

○小池館長  この場で以前もありましたけれども，こういうところで話題に

したことを私たちは指導室にこういう話がありますよと。やはり図書館システ

ムを１つにしたとしても，本を動かすことは人的な話なので，これはそれぞれ

の事情のところできちんと決めていただかないといけないので，どちらかとい

えば，それは学校を管理する側かなと思っています。 

 

○野末委員長  本は重いですからね。 

 

○井上委員  交換便でもこのぐらいの袋に持っていくのですが，結構いっぱ

いになるときもあるし，本はそんなしょっちゅうではないだろうけれども，あ

れば有り難いですよね。 

 

○野末委員長  こういう意見を我々，特に新しい皆さんから協議会で出まし

た，この方向でいかがでしょうかという意見を出すと，図書館を通じて教育委

員会，指導室等，あるいは市，当局に働き掛けて，人や予算を工夫するという

ことです。どうぞ。 

 

○細川委員  先ほどおっしゃったシステムを作ったとしても，物理的に動か

すときにそれが機能しないのだったら非常にもったいないと思いますし，先生

が１冊，２冊の本を取りに行くために時間を割くというのは，今，先生の労働

時間の削減という大きなテーマがある中で，それこそ非常に非効率かなと思い
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ますので，ぜひ指導室に。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 

○井上委員  よろしくお願いします。 

 

○野末委員長  それでは，学校図書館との連携は現状どんな状態かというこ

とを今日のやり取りと重なっても構わないので，ちょっと資料を整えていただ

いて，次回そこを踏まえて意見交換をして，やはりここは指導室，市長かもし

れませんが，どういったことを伝えていけばいいかという意見を少し交わして，

まとめていく方向にできればと思います。今日のところは，とりあえず皆さん

の御意見をどんどん出していただいて。どうぞ。 

 

○細川委員  初歩的な質問なのですが，先ほどの調べ学習とかというのは，

そのときに必要な本，クラスごとの文庫というのは分かるのですけれども，そ

もそも学校図書館の本というのは，どの予算枠，学校で購入しているのか，そ

れとも図書館として購入しているのか，そのもとはどこなのでしょうか。 

 

○野末委員長  これはどうしましょう。松田委員，井上委員。 

 

○井上委員  各学校で予算が配当されていますので，そこから。新しい本，

あるいはかなり古くなった本を廃棄するだとか，そういうことをしながらそろ

えていますよね。 

 

○松田委員  調布は図書館支援センター機能というのがあって，そこにちゃ

んと専任の方がいらして，専門嘱託員の司書さんたちを統括しているのですけ

れども，こういう本を買いたいといって出したら，それについていろいろやり

取りがあって購入する運びになっております。だから，必ずこれで買ってくだ

さいといって買えるものでもない。 
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○細川委員  皆さんそれで調整をして…… 

 

○松田委員  子ども１人について幾らという予算が毎年決まっているので，

それで。あと，学校基準の，この規模でしたら何冊というのがあるのです。で

すから，それにちゃんと準じて，例えば蔵書点検をしてかなり本が減ったりし

たら，それに応じて予算が減ったり増えたりします。 

 

○細川委員  今回連携させようとしているのは，そこの学校にある図書全体

と市の図書館の蔵書システムを全部結び付けようということなのでしょうか。 

 

○松田委員  ですけれども，それはもう２００８年からかなりの期間，もう

調布はやってきているのです。このたび，その電算システムをもっと新しくし

てくださるということですよね。 

 

○野末委員長  では，館長から。 

 

○小池館長  学校は学校で１つのデータベース化されていて，恐らく蔵書数

が５０万冊ぐらいあると記憶しているのですけれども，学校全体ではそのぐら

い持っていて，市立図書館は１３０万冊ぐらい本を持っているのです。それの

重複の具合などはお互い全然分からないので，例えばそれを，学校には必要な

本が５万冊とか何万冊とかとあるはずなので，それはそれを基本にしながら，

少し足りない分をほかの学校や市立図書館と補い合えればいいかなというのが

大きなデータベースを共有するというイメージで，それがまだできていない。 

 

○松田委員  現時点では，いろいろな学校にこの資料があるというのは分か

ります。 

 

○小池館長  今，学校側は分かりますね。 

 

○松田委員  分かります。 
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○細川委員  では，学校同士はあるということですね。 

 

○福島副館長  図書館のほうを見ていただくのはインターネットで，皆さん

市民の方が検索して見るのと同じレベルのものが見られるのですけれども，そ

のときに，学校と図書館の本が実際どうなのかというと，ちょっと使いにくい。

１つのシステムだともっと見やすいし，あるいは図書館のホームページにない

情報も見られる。いろいろなこともシステムが一緒になれば見られるかもしれ

ないとか，そういうことがあります。 

 

○松田委員  ちょっと記録してもらっていいのか分からないですけれども，

よく止まるのです。そうすると，子どもたちが借りるのも反映しないから，オ

フラインで入れたり手で書いたりすることが先週もありました。だから，それ

がちょっと安定していないのが。言ってしまってよかったですかね。 

 

○野末委員長  大丈夫です。我々の声としておっしゃったほうがいいと思い

ます。 

 

○松田委員  それが困っています。そうすると，年間の貸し出し数にも反映

してしまうわけです。すごい期間止まってしまったことがあって，そうすると

それが全然データに反映しなくて，ちょっと残念だった。その月がすごく落ち

ていたのはそのせいみたいな。これだけ借りていますということを全部ちゃん

と出しているのですよ。 

 

○細川委員  そっちのシステムは，多分学校関係のほうが管理している？ 

 

○松田委員  そうです。 

 

○細川委員  図書館が管理しているのはまた別のシステムという。 
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○松田委員  電算システムがちょっと違うのです。 

 

○細川委員  なるほど。では，それも指導室ですね。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。我々は学校の中がどうなっているか

というのは，なかなか知る機会がないので，これを機に少し状況を把握しつつ，

システムが止まることのないようなものに。 

 

○細川委員  私立のほうのシステムはどうなっているのか。 

 

○松田委員  すばらしいですよ，ここ。 

 

○井上委員  この間見に行かせていただいたのですけれども，全然違います。 

 

○野末委員長  せっかくですから次回，ちょっと紹介していただきますか。

江竜委員，次回，少し時間を設けますので，どんな様子かということを御紹介

いただくことは可能ですか。 

 

○江竜委員  はい。何が知りたいのかを。 

 

○野末委員長  後で事務局と整理しますので。 

 

○江竜委員  はい。 

 

○野末委員長  とりあえずどんな状態で動いているのかということだけでも。

多分システムが止まることはないということですよね。 

 

○江竜委員  ないですね。 

 

○野末委員長  そうしたら，学校との連携というのを少し広くとらえたり，
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それから検索のところも少し広くとらえて，今世の中でどんな検索，あるいは

資料を探す――検索というか探索が多いですけれども――システムがあるのか

ということも資料をそろえてまいりましょうか。いわゆるアマゾンでお勧めさ

れるようなものが入ってきたり，善しあしはあるのですが，結構いろいろな動

きがありますので，そこも踏まえて我々も勉強しながら話ができればと思いま

す。 

 それから，ＩＣタグも同じですね。ここだと例えばすぐ北の三鷹などは割と

早いほうだったと思うのですけれども，導入していました。最初はかなりトラ

ブルがありましたけれども，ＩＣタグも大分落ち着いてきて，今はトラブルも

少なくなって安定してきたと言われていますので，これもどんな様子かという

資料をそろえながらお話ができればと思います。 

 読書通帳もそうしましょうか。どんなものかというのを少し見ながらお話を

したほうがよかろうかと思います。 

 ほかにございますか。こんなことも見ておきたいということがあれば，今で

も後日でも結構ですけれども，お知らせいただければ。電算システムと狭い意

味ではなくて，それを使ったどんな図書館サービスが望ましいかということを

我々は考えていけばよいと思います。資料のそろえ方については，後ほど御相

談させていただいて大丈夫です。全部押し付けたりはしませんので。 

 では，よろしいでしょうか。この機会ですので，次回，改めて資料をもとに

勉強しながら進めたいと思います。ほかによろしければ，議題の第４号，今期

の図書館協議会，電算システムのことを話題にしながら，それ以外の課題につ

いても取り上げていくということで進めたく思います。ありがとうございまし

た。 

 それでは，議題の第４号を終了いたしまして，最後に議題の第５号「報告事

項」に移りたいと思います。今日はこの後，時間がおありの方は地下の書庫等，

図書館を少し御案内いただく予定だと思いますので，若干早目なのですが，進

んでまいりたいと思います。 

 では，議題の第５号「報告事項」が５件ありますので，５件すべて最初に御

説明いただいて，併せて御意見，御質問をいただく形にしたいと思います。で

は，まずア，「利用者懇談会」について，五十嵐係長，返田係長のお二人から御
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説明をお願いします。 

 

○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。 

 より多くの利用者の方，それから市民の方の声を図書館の運営に役立てるた

めに，平成１３年度から図書館利用者懇談会を実施しております。今年度も中

央図書館がございます文化会館たづくりを会場に１１月２１日木曜日，それか

ら第２回は染地分館がございます染地地域福祉センターにて１１月２８日，時

間は両日とも午後２時から４時に実施いたします。 

 今年度のテーマですけれども「お宝発見！映画資料～映画のまち調布～」と

題しまして，図書館が所蔵する映画資料を中心に御紹介していきたいと思って

おります。映画資料につきましては，収集の方針がございまして，現在の日活

調布撮影所，それから角川大映スタジオ関係の資料を中心に映画関連資料，映

画雑誌，ポスター，スチール写真，ロビーカード，チラシなどを収集しており

ます。その後に平成３０年度図書館事業報告，それから３１年度調布市立図書

館事業計画の概要を御説明させていただいて，懇談を実施する予定でおります。 

 現在のところ，第１回は４人の方にお申し込みいただいていまして，第２回

の分館のほうは２名の方にお申し込みいただいているところであります。ぜひ

委員の皆様につきましても御参加いただけたらうれしいと思っておりまして，

またお知り合いの方にもお声を掛けていただけたらと思いますので，ぜひよろ

しくお願いいたします。 

 図書館利用者懇談会のほうは以上になります。 

 

○返田係長  利用支援係の返田と申します。本日机上配付させていただきま

した小さな案内になります。「利用支援サービス利用者懇談会のお知らせ」でご

ざいます。 

 日時につきましては，先ほど御案内させていただいた利用者懇談会と同じ日

程の午前になります。１１月２１日木曜日の午前１０時から１１時３０分に行

います。会場はこちらの建物の６階にあります６０１，６０２会議室を使用い

たします。出席は，利用支援サービス利用者の方，それから日ごろ図書館のサ

ービスに御協力いただいている音訳者や点訳者，布の絵本製作者の方，あと図
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書館職員が参加いたします。 

 また，今年度につきましては，昨年の利用者懇談会で利用者の方から館内見

学をしたいという御希望がありまして，利用支援係の場所ではなく，一般の図

書館の館内見学をしたいという御希望がありまして，今その準備をしています。

時間が全体で１時間半しかありませんので，全部のフロアの御案内はちょっと

厳しいかと思っておりますが，ワンフロア御案内したいと計画しております。 

 事前のお申し込みは必要ございませんので，皆様におかれましても，もしよ

ろしければ，どうぞ御参加いただければと思います。 

 以上になります。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。 

 それでは，報告事項のイ，「図書館だより」についてです。五十嵐係長から御

説明をお願いします。 

 

○五十嵐係長  資料４になります。「図書館だより２０１９秋」号です。こち

らは９月２５日に発行いたしました。 

 特集が国領分館開館５０周年ということで，国領分館は１９６９年に開館い

たしまして，市内で初めて開館した分館になります。中を開いていただくと，

当時の様子とか，これまでの活動の状況などを紹介させていただいております。

ページをめくっていただきますと，先ほども紹介させていただいておりました

が，各分館のさまざまな取り組み，事業の紹介をさせていただいております。

図書館に親しみを持ってもらう，それから貸し出しサービス，利用促進のいろ

いろな取り組みを紹介させていただいております。 

 以上になります。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 引き続きまして，ウとエです。「中学生にすすめる本２０１９」と「子どもの

本に親しむ会」についてです。こちらは森係長から御説明をお願いします。 

 

○森係長  まず，中学生にすすめる本２０１９，資料５を御覧ください。 
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 こちらは毎年発行しておりまして，前年に出版された作品を中心に本を紹介

しております。こちらは市内の書店さんにもお渡ししているものなのですが，

つつじヶ丘駅の近くにあります書原という書店さんにお渡ししたところ，中学

生にすすめる本のコーナーを作っていただきました。 

 また，７月に夏休みにすすめる本というリストも毎年発行しているのですが，

これについても前回の図書館協議会でお伝えしたのですけれども，書原さんで

コーナーを作っていただいたのです。駅前のパルコブックセンターさんも夏休

みの課題図書の横に夏休みにすすめる本で紹介した本を置いたところ，本が少

し動きましたとおっしゃっていただきましたので，今後ともまた書店さんにお

渡しして，何か協力関係などを築いていけたらいいかなと思っております。 

 次に，子どもの本に親しむ会について，こちらは資料６を御覧ください。 

 子どもの本に親しむ会も毎年この時期に図書館で講演会を行っているもので，

ことしは１１月１４日木曜日，石津ちひろさんという絵本作家，詩人，翻訳家

の方をお招きして講演会を行う予定です。今年度，初めて講演会終了後にサイ

ン会を行います。講師の方が読者の方と直接お話しできる機会なのでぜひとお

っしゃっていただいて，初めてサイン会を行う予定です。こちらもまだ定員に

余裕がありますので，よろしければ御参加いただければと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。 

 それでは，オの「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」について，海老澤係長

からお願いいたします。 

 

○海老澤係長  資料７と本日机上配付させていただきました「相続のブック

リスト」，併せて御覧ください。こちらについて御説明いたします。 

 １０月１９日土曜日，東京都行政書士会の方２名に講師として来ていただき

まして，大人向けの暮らしに役立つ法務ミニセミナー第１回を行いました。第

１回は「気になる相続について学ぶ」というテーマでした。申し込みは１９人

で，欠席の方もいらっしゃいましたが，席に余裕があるということで当日直接

来てくださった方もありまして，合計１６人の方が御参加くださいました。 
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 内容としては，４０年振りに改正された相続法についてを含めて，参加者が

興味のありそうなところについて講師からの御説明があり，そういった資料で

すとか，いろいろなことを調べるためにぜひ図書館を利用していただきたいと

いう講師の話を受けまして，職員からそれらに関連した図書館の本を紹介させ

ていただき，利用を呼び掛けるという形で行いました。 

 お手元にありますブックリストは参加者に当日配付したものなのですけれど

も，御覧いただくと，紹介している本が少ないと思われるかもしれませんが，

こちらには，講師との打ち合わせに基づきまして，新しく図書館に入ったもの

を数冊紹介することにとどめました。当日は，もっとたくさん，全部で５０冊

ぐらいの本を会場に持ち込みまして，机に並べ，自由に手に取っていただいて

見ていただくという形で，これ以外にもいろいろな本がありますという御案内

をさせていただきました。そうしましたところ，終了した後に，早速何人かの

方が借りていってくださいました。 

 ここ３年ほど，大きなテーマとして相続を題材にしているのですけれども，

やはり需要が少しずつ増えてきている印象を受けました。普段のカウンターで

も相続問題についての本を借りたいという御質問をお受けするのですが，当日

申し込んでいなかったけれども突然その日に来てくださった方ですとか，次回，

２回目は遺言についてというテーマを設定しているのですけれども，１回目を

試しに申し込んだけれども２回目も来ますと言ってくださった方もいらっしゃ

いました。 

 そして，当日アンケートをとったのですけれども，４０代，５０代の方の御

参加が結構多く，講師の先生もこんなに若い方が多いのは珍しいと驚いておら

れたのですが，そういった年代の方が興味を持たれて，準備をせざるを得ない

ような時代になったのかなというような感想も持ちました。 

 資料７のチラシにありますように，次回，１１月１６日土曜日に２回目の「新

しい遺言の書き方を学ぶ」というテーマの講座も控えております。こちらも定

員に余裕がありますので，もし御興味がおありでしたら，ぜひ御参加いただき

たいと思います。 

 私からは以上です。 
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○野末委員長  ありがとうございました。 

 それでは，以上５件の御報告の御説明でした。御意見，御質問がおありの方

は挙手をお願いします。いかがでしょうか。お願いします。 

 

○江竜委員  この協議会も木曜日だということから，これが木曜日なのは仕

方ないというか，何か御都合があるのかもしれないのですが，常に木曜日とい

うのは，木曜日に何か用事が入っている方は絶対に出られないということにな

ってしまうので，できれば曜日を変えたり時間帯を変えたりしてくださると，

例えば利用者懇談会の映画資料も１回目は出られないけれども２回目は出られ

るとか，何かあると思いますので，利用者サービス懇談会は３回とも木曜日で

すよね。子どもの本に親しむ会も木曜日で，ちょっと曜日が変わるといいなと

思いました。今後よろしくお願いします。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。何かコメントありますか。 

 

○小池館長  開催曜日，時間については，同じようなことは時々言われる話

で，利用者懇談会は，例えば土曜日にやったこともあるし，夜にやったことも

あるのですが，結果としては，来られる人は来るけれども来られない人は来な

いというのは一緒で，恐らく木曜日でも余り変わらないかなというのが正直な

ところなのです。あとはこちらの体制。特に利用者懇談会よりも講演会の場合

は体制を取る必要があるものですから，講師の都合とかも考えると平日の午前

中のほうが適当なのかなということで，これは大体決まっている感じです。 

 あと，利用者懇談会をいわゆるハンディキャップと同じ日にやるというのも

日を違えるとか，そういうことは少し考えられるかなと思いますが，結果とし

てここ数年同じ日に開催しています。時間を変えてやってみたいと思いつつも，

体制の話と，それから変えてやったけれども余り変わらなかったというのがあ

って，この辺に落ち着いているというのが現実です。 

 

○野末委員長  引き続き御検討いただいて，広報の仕方もあるかもしれない

です。昔に比べると，利用者懇談会のテーマを決めたりとか変わってきました
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ので，今，夜とか土日にやってみると，もしかするとまた別の結果になるかも

しれないので，御検討いただければと思います。ありがとうございます。ほか

にいかがでしょうか。 

 私から１点。地域の本屋さんと連携しているのはとてもよいですよね。ぜひ

本屋とは言わずにいろいろなところと連携を取りながらというのは，公共図書

館の１つのあり方だと思いますので，ぜひ継続していっていただければと思い

ます。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○野口委員  私，調布市民ではないのですが，利用者懇談会は参加してもよ

ろしいのでしょうか。 

 

○野末委員長  大丈夫です。 

 

○五十嵐係長  よろしくお願いします。 

 

○野末委員長  参加資格は特に問わないですものね。どなたがいらしても大

丈夫です。ありがとうございます。よろしいですか。 

 では，以上で議題の第５号を終了とさせていただきます。本日，事前に準備

いただいています議題はこれですべてとなりますが，ほかに皆さんから御意見，

あるいは御質問等ございましたら承りたいと思いますが，いかがでしょうか。

よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 ないようでしたら，今期が改まりましたので，皆さんと一緒に進めてまいり

たいと思います。何かお気づきの点がありましたら，事務局にお伝えいただけ

ればと思います。 

 では，事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  連絡事項３件ございます。 

 まず１点目です。次回，第４回の開催についてでございます。次回は令和２

年１月２３日木曜日午後２時から，会場はこちらと同じ部屋，９階研修室を予
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定してございます。詳細につきましては改めて御案内させていただきますが，

ここに御出席の皆様の御都合がよろしければ，１月２３日に確定したいと思い

ますが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか――それでは，１月２３日と

させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 ２点目です。本日の協議会議事録署名委員の指名でございます。本協議会で

は輪番制によりまして指名を行ってまいります。先ほどの名簿順によりまして，

委員長と副委員長，それから欠席者の方を除きまして順番にお願いをしてまい

ります。本来，今回は井上委員に署名をお願いするところでございますが，前

回第２回議事録の署名をお願いしてございますので，今回は松田委員にお願い

したいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

○松田委員  はい。 

 

○事務局（緒方）  ありがとうございます。それでは，松田委員，よろしく

お願いいたします。 

 最後，３点目でございます。この後，中央図書館内の見学を予定してござい

ます。閉会後に館内の見学を御希望の方がいらっしゃいましたら，館長が御案

内いたしますので，この場でお待ちください。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。今日は普段入れない書庫にも入るこ

とができるのですかね。見学御希望の方は，ぜひこの後お残りいただければと

思います。 

 皆さん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。これを

もちまして平成３１年度第３回，第１３期としては第１回の調布市立図書館協

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―― 


