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第２回みよし市図書館協議会
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平成３０年１０月１８日（木）午後１時５５分から午後３時まで
みよし市図書館学習交流プラザ『サンライブ』３階 会議室１

員

会長 中村 直美
副会長 内田 弥生
委員 冨樫 桃代、若杉

亮子

委員

正彦、狩野

員

秋松

成喜、伊藤

美和

事務局

生涯学習推進課主幹兼図書館長 村山孝文、
主任主査 内田 雄康、一般非常勤 古岸裕美子
主事 飯田眞弓（書記）

傍聴人

傍聴人なし

事務局

みよし市立図書館の管理及び運営に関する規則第 19 条第２項に基づき
会議成立

中村会長
あいさつ

事務局

先日多治見市図書館へ視察に行きました。サービスや資料も充実して
いました。また私事ですが軽井沢の図書館にも行きまして、資料を提供
する役割だけでなく、様々な図書館サービスを実施されていました。み
よしにもみよしの魅力があると思います。本日もよろしくお願いしま
す。
それでは、次第に基づき、議事へ移ります。本日の議事進行につきま
しては、みよし市立図書館の管理及び運営に関する規則第 18 条に基づ
き、議事進行は中村会長にお願いします。

中村会長
事務局

議題１について事務局より説明してください。
議題１ 平成 31 年度図書館事業（案）についてご説明いたします。
基本方針について簡単に説明いたします。図書館は、知る自由をもつ市
民に、学ぶための情報・資料と地域の文化・教養を高めるため、だれも
が利用しサービスを受けることができる身近な公共施設として、幅広
い図書資料の収集・提供を行ってきました。今後も図書館学習交流プラ
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ザでの図書館サービスの充実、多様化する利用者の要望に応えること
ができるように努めて参ります。
続きまして平成３１年度主要事業につきまして、全部で 8 項目あり
ます。（６）窓口等運営業務につきまして、 現在の契約が平成 31 年 3
月までとなっておりますので、現在委託事業者の選定をしているとこ
ろです。（８）学校図書館との連携につきまして、平成 29 年度から学
校への配本サービスを実施しておりますが、専用の図書セットの作成
を進めております。
続きまして平成 31 年度予算要求案についてご説明いたします。図
書、逐次刊行物等整備事業では、需用費として雑誌の購入につきまして
は今年度並みの冊数に加えて、別冊や増刊等についても要望して参り
ます。また、大型紙芝居「みよしの昔話」を通常の紙芝居サイズで制作
する予定です。データベースについては、来年度も引き続き７種を提供
して参ります。新たに委託費といたしまして、現在ビデオテープのみの
「みよしの昔話」の DVD 化を予定しています。備品購入費では、図書
購入といたしまして約 18,530 冊分の図書費を要望して参ります。続き
まして図書館奉仕事業についてご説明いたします。新たに役務費とし
て、遠方から本を取り寄せる際の郵送料を要求してまいります。負担金
につきましては、従来の 3 種類の負担金に加え、司書講習の負担金も
予定しています。続きまして読書啓発事業についてご説明いたします。
報償費の講師謝礼につきましては、予定しているものを載せさせてい
ただきました。まだ確定はしておりませんのでご承知おきください。印
刷製本費として予定している赤ちゃん向け絵本紹介冊子については、
健康推進課のブックスタート事業で、0 歳児に配布していただいていま
す。続きまして図書館電算事業についてご説明いたします。現在の機器
契約は、旧館からの機器について平成 30 年 11 月までの長期継続契約
となっております。来年度、備品購入として旧館からの機器を新規購入
する予定です。図書館協議会運営事業につきまして、平成 31 年度の協
議会は第 1 回を 6 月、視察を 7 月、第 2 回を 10 月に予定しています。
市民情報サービスセンター図書コーナー整備事業については、窓口委
託の関係で人件費が削減されました。雑誌については 5 誌を予定して
います。中央図書館とサンネットの図書館資料の物流については、これ
まで通り図書運搬業務委託を行います。備品購入費では、図書購入費と
して 1,060 冊分要望いたします。
最後に、企画展示として、引き続き各コーナーでテーマを決めた特集
を行っていきます。メイン展示につきましては 3 か月サイクルで、小

2

規模の展示は 1 か月サイクルで変更しております。
中村会長

議題１についてご意見、ご質問があれば質疑をお願いします。

中村会長

予算要求案の協議会が平成 30 年度になっていますが誤りですか。

事務局

平成 31 年度の誤りです。申し訳ありません。

若杉委員

窓口委託業者を選定中とのことでしたが、他に候補の業者はありま
すか。

事務局

委託業者の選定はプロポーサル方式で行います。応募いただいて、提
案や価格などを比較し決めますので、申し込みが複数あればその中か
ら選ぶことになります。

若杉委員
事務局

若杉委員
事務局

現在の運営の評価は関係してきますか。
来年以降の提案を比較し選定するため、現在の評価が直接影響する
ことはありません。
利用者からの意見は反映されていますか。
利用者からの意見については、提言箱を設置しております。また、
日々の業務の中で何かご意見をいただいたら、日報に記載をして提出
いただいております。

冨樫委員

窓口委託業者との定例会は行っていますか。

事務局

毎月 1 回実施しております。

若杉委員

利用者からの意見は業者選定には反映されますか。

事務局

直接は反映されません。

内田副会長

公募はいつから行っていますか。

3

事務局

若杉委員
事務局

内田副会長
事務局

平成 30 年 10 月 2 日から行っていますが、現在のところ応募はあり
ません。説明会は 1 社のみの参加でした。
応募が 1 社のみの場合はそこに決定しますか。
プロポーサルは実施いたします。最低点がありますので、それを超え
なければ契約はできません。
いつ業者が決まりますか。
12 月中に 1 社に絞り、1 月に契約予定です。結果についてはホーム
ページでも公表いたします。

若杉委員

次の契約は何年契約ですか。

事務局

2 年契約です。

冨樫委員

みよしの昔話の紙芝居を作るとのことですが、利用者から要望があ
ったのでしょうか。

事務局

一般の利用者も借りやすいように、大型のものに加えて通常サイズ
の紙芝居も作成したいという図書館としての考えです。

若杉委員

どのように小さくするのでしょうか。

事務局

マイクロフィルムで撮影したものを印刷いたします。

中村会長

みよしの昔話はよく貸出しされますか。

事務局

小学校でみよしについて調べる時期があるので、その時はよく利用
されています。

冨樫委員

みよしの昔話 DVD はどこに委託されますか。以前はひまわりネット
ワークでやっていました。

事務局

ひまわりネットワークが映像を持っているので、ひまわりネットワ
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ークに委託を考えております。著作権の関係で、音声のみ撮り直しを予
定しています。
若杉委員
事務局

選書についてはどのように行っていますか。
一次選書は窓口委託業者が行っていますが、最終的な決定は市の職
員です。

若杉委員

一次選書は却下されることもありますか。

事務局

購入できないものもあるので、却下することもあります。

若杉委員

リクエスト図書はどうでしょうか。

事務局

リクエストにつきましては、購入できるものは原則購入しておりま
す。図書館に適切でない場合には購入を見送ることもあります。

冨樫委員

図書館の PR はどうしていますか。広報に図書館のおたよりやチラ
シを入れたりなどしたら、興味を持つ人もいるかもしれません。

事務局

図書館だよりやじどう向けのおたよりは、本館とサンネットに置い
ています。図書館だよりは年に 4 回、じどうしつだよりは年に 6 回作
成をいたしますので、毎回配布することは難しいと思われます。

内田副会長

小中学校の全生徒に発行することはできませんか。

事務局

数が多いため、毎回を全生徒に配布することは難しいと思われます。
見学に来た学校の生徒には、パンフレットとじどうしつだよりを渡し
ています。

内田副会長

小学生は行動範囲が限られるので、近隣の中部小学校、天王小学校、
三吉小学校の 3 校だけに配布するのはどうですか。

事務局

特定の学校のみに配布するのは公平でないため、配布するとしたら
全校になりますが、毎回全生徒分を配布することは難しいと思われま
す。
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若杉委員
事務局

今年はがかく教室を実施しましたが、チラシは配布しましたか。
館内とサンネットでチラシを配布しておりました。定員が 40 名のた
め、学校等には配布をしておりません。

内田副会長

一度も図書館に来たことがない人がいなくなるといいと思います。

事務局

検討いたします。

冨樫委員

広報で児童書の紹介をしていますが、一般書の紹介はしませんか。

事務局

紙面の都合もあるため、広報で一般書を紹介することは難しいと思
われます。

内田副会長

図書のランキングはホームページから見られますか。

事務局

ランキングのページがありますので、そちらからご覧いただけます。

若杉委員

図書館のお便りは誰が作っていますか。

事務局

内田副会長
事務局

じどうしつだよりについては古岸が、図書館だよりは窓口委託業者
が原稿を作成しています。
今の図書館ホームページはどうなっていますか。
旧図書館と大きく変わってはいません。サンライブのページから図
書館へリンクしています。本の検索ページなどがあり、予約もできるよ
うになっています。

若杉委員

ホームページも窓口委託業者が作成していますか。

事務局

ホームページは職員が更新しております。

内田副会長

9 月 30 日の講演会が台風のため延期になりましたが、代わりの日に
ちに実施はされますか。
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事務局

3 月に行う予定です。

内田副会長

窓口委託業者との連携は上手くいっていますか。図書館の情報につ
いては、事務室のみでなく委託業者でも回答できたらいいと思います。

若杉委員

カウンターでできることはカウンターで対応していただきたいで
す。

事務局

情報を共有して参ります。

冨樫委員

スタッフの育成はどうなっていますか。スタッフによって対応に差
があります。

事務局

社内研修をやっています。また、利用者からご意見をいただいた際
は、その都度対応しています。

若杉委員

館内に利用者からの意見を貼るのはどうですか。

事務局

スペースの都合もあるため、現在は考えておりません。利用者からご
意見をいただいた際には、対応策とともに報告をいただいております。

中村会長

他に質疑がなければ次の議題 2 について、事務局より説明してくだ
さい。

事務局

議題２、中央図書館の利用状況についてご説明いたします。A3 の比
較表をご覧ください。平成 28 年度と平成 29 年度の中央図書館利用状
況の比較です。最後のページは平成 29 年度と平成 30 年度の中央図書
館の利用状況の比較です。入館者につきましては平成 28 年オープンイ
ベントでたくさんの方が来館されましたので、平成 28 年度の方が平成
29 年度よりも多い結果となりました。貸出者数、貸出冊数の合計値を
見ますと、平成 29 年度の方が増えております。平成 29 年度と平成 30
年度の比較につきましても、1 日の平均で見ると増えていることがわか
ります。平成 29 年と平成 30 年の 4 月から 9 月までを比較いたします
と、利用は昨年より 10%ほど増えております。今後も資料の整備に力
を入れ、利用の促進を図っていきます。
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中村会長

議題２についてご意見、ご質問があれば質疑をお願いします。

中村会長

参考までに教えていただきたいのですが、旧館と新館では状況が違
いますか。

事務局

旧館と比較いたしますと、入館者数と貸出者数がおよそ 3 倍、貸出
冊数がおよそ 2 倍になっております。

中村会長
事務局

他に質疑がなければその他について、事務局より説明してください。
その他はご報告です。読書ノートの配布冊数は 9 月末現在で約 8,661
冊です。
雑誌スポンサー制度の利用状況ですが、10 月現在でスポンサーにつ
いた企業が 15 社、雑誌数としては 31 誌提供いただいています。雑誌
スポンサーは新館になってから始めた事業です。企業に雑誌を提供し
ていただくかわりに、提供いただいた雑誌の最新号のカバー表に企業
名、裏に広告を掲載しています。今後も雑誌スポンサー制度は引き続き
行っていきたいと考えています。

中村会長
中村会長

事務局

その他についてご意見、ご質問があれば質疑をお願いします。
他に質疑がなければ次回開催日程について、事務局より説明してく
ださい。
次回は、平成３１年６月上旬ごろを予定しています。
これで本日の協議会を終了します。

（午後３時）
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