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平成 28年度 第２回図書館協議会 議事要旨 

 

開催日  平成 29年 3月 16日(木) 18：00～19：45 

場 所  帯広市図書館３階会議室 

 

■出席委員  

大平委員、五十嵐委員、坂井委員、高倉委員、栁川委員、山崎委員   （欠席 荒木委員） 

■事務局 

前原図書館長、鈴木副主幹、佐藤係長 

 

■会議次第 

 1.館長挨拶 

 2.協議題 

 （1）平成２８年度事業（中間）報告について 

 （2）図書館をとりまく動向について 

 （3）その他 

 （4）平成 29年度予算について 

 3.閉会      

 

■議事要旨 

 

１．館長挨拶  

       ～ 館長 挨拶 ～ 

 

２．協議題 

 （１）平成 28年度事業（中間）報告について 

      ～ 事務局より、資料に基づいて説明 ～ 

 

【委 員】 ご質問がありましたらお願いします。 

 

【委 員】 先ほどの説明で、貸し出しが一人ということだったが、サピエとはどのような貸出方法を

するのか。その人に、要望を聞くと次に生かして貸出を増やすことができるのではない

か。 

【事務局】 サピエとは、ネット上のサピエ図書館にアクセスをして、録音したデーターを図書館の
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パソコンにダウンロードし、ＣＤに焼き付けて貸出をする。利用者は、そのＣＤを専用の

機械で聞くことができる。 

【委 員】 専用の機械が必要なのか。 

【事務局】  専用の機械でもいいし、自宅にパソコンがあれば、それを利用して聞くこともできる。 

 又、サピエ図書館は、個人でも会員となって利用することができる。 

【委 員】 もし利用された方に、こういう風にしてもらったら利用しやすいとか、これがだめだから利

用しにくいと聞けたらいいですね。 

【事務局】 貸出を受けるときに、電話で話をしながらどんな本がいいかを選ぶので、その時にいろ

いろ話を聞くことができると思う。 

【委 員】 北海点字図書館でも同じことをしていると思うが、図書館のほうが本の知識があるので、

そこをＰＲするといい。 

【事務局】 関係課と協力して周知に力を入れたい。 

【会 長】 今年度の６月にはじめたばかりなので、これから、頑張っていただきたい。 

 

【委 員】 毎月図書館から送ってもらっている資料の中に、小学生「この本にチャレンジ」があり、

すごくいいと感じた。 

【事務局】  これは、平成２２年度に「この本にトライ」として発行し、何度か印刷をかけてきたが、今

回の印刷では名前（トライ⇒チャレンジ）やイラストを変えて新しく作り直した。今年作っ

たものは来年度の１年生から配られる。 

【委 員】  カラフルになってすごく手に取りやすい。以前、中学校の図書委員をやっていたときに

中学生に読んでもらいたい本というのが壁にかかっていたが、このような本があるといい

なと思う。「家読ノート」に掲載されているおすすめの本のように、中学生用のものがある

と、背中をおしてあげることができる。とても気に入った。 

 

【委 員】  秋の読書週間の事業の一覧に担当者名が入っていたのがとてもいいと思った。 

  昨年、図書館の人に講演会をしてもらったが、このように仕事をしていることがわかっ

た。 

 ヤンアダ応援隊の人数が少ないなか、その子たちが頑張って「図書カツ」をつくったが、

これは、大人の人にもわかりやすい内容となっているため表紙をもっと立派なものに変

更して多くの人に読んでもらえるといい。ＹＡだけにおくのはもったいない。 

 ヤンアダ応援隊が活動しているところをよく見るが、人数が少なくて、もう少し増えるとい

い。 

 おはなし会の参加者に配布するチラシがＡ５版で、とても配りやすく子ども達の手にな

じんでいい大きさだ。 
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 （2）図書館をとりまく動向について 

    ～事務局より文部科学省「平成２７年度社会教育調査中間報告について」に基づき説明～ 

 

【会 長】   ご質問がありましたらお願いします。 

 

【会 長】 疑問に思ったのは、７ページの 5 番の「図書館の国民・児童１人あたりの貸出冊数・貸出

回数」が前回の調査と比べ、国民一人当たりの貸出冊数・及び利用冊数が減少している

のに、児童については増加している。喜ばしいとは思うが、１８歳以下の人口が減ってい

るのにどうしてなのか。 

 借りる人が減っているけど、貸出冊数が増加しているということなのか？ 

【事務局】 確定値がでればもう少し詳しいことがわかると思う。 

【会 長】 これは何年かに一度ですか？ 

【事務局】 概ね３年間に一度。 

【会 長】  文部科学省はこれをもってどうするのでしょうか？そこらへんをどう展開してくれるの

か？文科省に文句を言う気はありませんが、折角こういうことをしているのに、もう少しわ

かりやすいようにしてほしい。 

 

【委 員】 図書館の数が増えているのはいろいろな人に求められている施設だからだと思う。 

【委 員】 平成 20 年から図書館が増えているところと、指定管理のところが比例しており、

 新しく建てているところが指定管理にしていると推察される。 

 また、専門職で行っていたところが、財政が厳しくなると、非常勤務職員に変わるため

非常勤務職員が増えてくる。 

  指定管理の良くないところは、継続して同じ会社が経営をしていくわけではないので、

そこで働いている職員も指定管理業者の変更に伴い変わっていく。長い目で見ると経

験が蓄積されないし、経営者が変わると質も低下する。利用者は長い目でみられない

ので、質が落ちていくことに気付かない。もともと指定管理とは、ノウハウを提供し効率よ

くお金が入るようにするものだが、図書館は経営ではないので、利用者が増えると職員

は忙しくなる。人を増やすとお金がかかるので、中で働く職員が忙しく大変になり、最後

は経験をつんだ職員が辞めていく。財政が苦しいほど、指定管理にするけど、長い目

でみると質が落ちていく。指定管理は、図書館にはそぐわない。 

 

【委 員】 国はどういう方向に持っていきたくてこのような報告書を作っているのでしょう。 

  

【委 員】 本州の図書館は、専任と非常勤と差が無いサービスが行われており、すごいと思う。 
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 帯広市の図書館には、専任がどれくらい置かないとならない決まりはあるのか。 

【事務局】 決まりはありません。 

【委 員】 皆さん、努力されており、司書のモチベーションを考えると申し訳ない。 

 

【委 員】 児童一人あたりの利用回数が減って貸出が増えているのは、親のカードを使ったり、帯

広市図書館にかぎって言えば子育て応援バッグなどを借りていく人が多いためではな

いか。 

 

（３）その他 

【会 長】    その他について事務局から何かありますか。 

【事務局】 ございません 

 

【会 長】 委員の皆さんから何かありますか 話題としてでも結構です。 

 

【委 員】 上士幌町はふるさと納税で寄付がいっぱいくるのでそれで本を購入し、学校のクラスごと

の廊下に本を置いているらしい。図書館とは別にあるのでとてもうらやましい。 

 ボランティアの人に何が欲しいのかを聞いたら、もっと子ども達に本を与えてくださいと要

望した。 

 帯広も、もっと図書の予算を学校につけて欲しい。 

【委 員】 上士幌町は、子ども達に向けた読書活動やおはなし会などボランティアもさかんである。 

【委 員】 上士幌町で社会教育委員をしている方が、「もっと子ども達に本を」ということを要望した

そうだ。 

 

【委 員】 先日萌えの会の時代小説を読むという朗読会に参加しましたが入りきれないほど人がき

ていた。取組の成果かなと、とても良かったと思う。図書館では、このようにいつもいろい

ろな取組を行ってくれて、成功していますね。 

【事務局】 関係者と連携を図りながら、実施している。 

【委 員】 読書週間など十勝管内の見本となるよう頑張って欲しいと思う。 

 

（４）平成２９年度予算について【非公開】 

【委 員】 予算についてですが、非公開になるため、報道の方は退席をお願いします。 

 ＜報道、退席＞ 

 

    ～事務局より資料に基づいて説明～ 
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【会 長】 ご質問がありましたらお願いします。 

 

【委 員】  先ほど、運動会のために月曜日を開館して火曜日を休館にするということを言っていまし

たが、今後継続して行うのでしょうか？ 

 対応は、小学校だけですか？ 

【事務局】 実は、中学校も考えておりましたが、特別整理期間とぶつかり、できなくなった。 

【委 員】 恒常的に、月曜日の休みを火曜日にするという考えはありませんか。 

 幕別町の図書館は休館日が火曜日で、その理由として月曜日はハッピーマンデーで祝

日になるため開館をし、翌日火曜日を休館とするが、それなら最初から火曜日を休みと

したほうがいいということで火曜日が休館日となったそうだ。合理的だなと思った。 

【事務局】 道立図書館が月曜日休みのため、火曜日を休みにすると月火と休みが続き相互貸借を

するのに時間がかかり、利用者に不便をかける。ということで、月曜日を休みにしている。 

【委 員】 公共機関は月曜日を休みにしているところが多い。 

【事務局】 とかちプラザと休みをずらして欲しいという声はある。 

【事務局】 昔、とかちプラザと図書館が一緒に休むと、道路が暗いという話もあった。 

  

【委 員】 ４館連携事業は今年も行うのか？ 

【事務局】 平成２９年度も例年と同額の予算を取っており、来年度も継続して行う。報償費としては、

35000円でお話会などの謝礼となっている。 

 

【会 長】 それでは全体を通して何かありますか 

 

【委 員】 市民文庫マスターがやめられるという話がありましたが、今後募集することはないのです

か 

【事務局】 ありません。 

 現在は、赤間さん一人と大空文庫の会です。 

【委 員】 私も、文庫マスターをしていて、バスでいろいろ行ったりした。 

【委 員】 わかればいいのですが、市民文庫マスターは、どちらが始めたいと声をかけたのですか 

【委 員】 ナウマン号が行かないところに、個人的に本や子ども達が好きな人が手を上げて、自宅

に本を置いて貸出をするようになった。 

マスターの人たちが中心となり人形劇を行なったり、夏休みは緑が丘公園にナウマン号

を持って木陰で本を読もうという事業を長くやっていた。 

マスターの青柳さん（故）、門屋さんが中心となり「子ども達に本を身近に感じよう」という
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ことで、いろいろな企画を行った。 

しかし、図書館も新しくでき、ナウマン号も住宅の奥まで入ってくれるようになったため、

自分達が本を置かなくてもいいと考える人が出て、一人、二人と減ってきた。その中でも、

門屋さんや赤間さんは「一人でも来るうちはやってあげたい」と思い、ずっと頑張ってきた

のだと思う。 

 ただ大空文庫は、まだ大空文庫の会の方が頑張ってくれて、今でも大空まつりに読み聞

かせを行ったり、土曜日に貸出をしたりしている。 

大空文庫は、子ども達の居場所づくりとして開館し、土曜日の学校開放の時間の１時か

ら貸出をして4時まで、ゆっくりそこにいてもいいよ。ゆっくり本を借りていいよ。という場所

にして、30年くらいやっている。 

土曜には給食がないため、こどもがお昼ごろに来て、そこにあるお菓子をたべて、それ

がその子のお昼ごはんという子どもがいた。ただし、ちゃんと本は読んでいた。 

文庫マスターというより、子ども達を見守るという感じでやっている。今も、頑張ってやっ

ていて嬉しい。 

【委 員】 そういう意味でもう募集しないのかと聞かれたんですね 

 

【委 員】 読み聞かせをしたときに、違う団体からビデオを見せればいいのにと言われて、ケンカを

したことがある。私達が人形劇やお話会をするのは趣旨が違う。子ども達にすぐ結果を

求めるのではなく、この本をよんで感じて欲しいという思いでやっている。 

 図書館立ち上げに尽力した青柳さんから、「子どもに本を薦め、後押しをしてあげる」とい

うのを教えていただいたので、子どもが絵本を手にとって「わー！」となり、これをきっかけ

に本を読むようになればいいと思っている。 

 

3．閉会 

【会 長】 他になければ、平成28年度第2回帯広市図書館協議会を終了します。 


