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平成２９年６月１６日（金）午前１０時から午後０時１０分まで
みよし市図書館学習交流プラザ『サンライブ』２階 多目的室

員

副会長 三井敬子
委員 内田弥生、長山鈴枝、冨樫桃代、稲月かよ子
伊藤隆晴、吉川直希（途中より出席）

事務局

教育長
主幹
主事

今瀬良江、生涯学習推進課長兼図書館長
村山孝文、主任主査
飯田眞弓（書記）

細川絢史、一般非常勤

山崎正勝
古岸裕美子

傍聴人

１名

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

委嘱状交付

新委員１名へ教育長より委嘱状を交付

教育長あいさつ

サンライブも新しくなり、皆様のお力添えで図書館も充実して参り
ました。入館者数、貸出冊数共に増加しており、多くの皆様にご利用
いただきました。現在は、学校への貸出にも力を入れております。今
後も皆様のお知恵を拝借し、よりよい図書館作りにつなげていければ
と思います。

副会長あいさつ

サンライブがオープンしましたが、まだサンライブのことを知らな
い人も多くいます。たくさんの人に、サンライブを訪れていただけれ
ばと思います。

自己紹介

協議会委員、事務局の自己紹介

事務局

それでは、これより次第に従いまして議題に移らせていただきます。
事前にお配りしました資料から変更がございます。本日お配りした資
料をご覧ください。
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

1

に関する規則第１８条第３項の規定により、会長がその会議の議長と
なることになっておりますが、本年度は会長不在のため、三井副会長
よろしくお願いいたします。
三井副会長

事務局

それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思いますの
で、委員の皆様方のご協力をお願いします。
では、議題１ 平成２８年度の実績報告について事務局より説明願い
ます。
議題１

平成 28 年度図書館実績報告について説明します。

最初に資料 1 ページをご覧ください。平成 28 年度の図書館利用状況
となります。中央館につきましては、4,5,6 月と閉館しておりましたの
で、開館日数 218 日と昨年より少ない日数です。入館者数は 219,542
人、カードの切換を除いた新規登録者 3,763 人、有効登録者総数 12,093
人、レファレンス件数 1,666 件となります。
貸出状況につきましては、中央図書館の貸出人数は個人貸出者が
50,047 人、貸出冊数 174,220 冊。団体利用者が 1,208 団体、貸出冊数
5,257 冊。自動貸出機の貸出者数は 29,697 人、貸出冊数は 123,026 冊
です。相互貸借は、235 件の依頼があり、283 冊利用されました。合計
貸出者数は 81,187 人、合計貸出冊数は 302,786 冊でした。
サンネットは、開館日数 308 日でした。カードの新規登録者は 437
人、レファレンス件数 25 件です。サンネットの貸出人数につきまして
は、個人利用者が 23,132 人、団体利用者が 66 団体、合計 23,198 人で
した。貸出冊数につきましては、個人利用者が 88,827 冊、団体利用者
が 274 冊、合計 89,101 冊でした。中央図書館とサンネットの合計総貸
出冊数は、391,887 冊でした。
４月から６月の間、中央館が閉館していたため、中央館の本を利用
することができず、貸出数が下がったと考えられます。また、団体貸
出につきましては、中央館が７月に開館したことにより、そちらに一
括しておりますのでサンネットでの利用は減少しました。前年比は、
中央館 149.2%、サンネット 92.5%、相互貸借 83.7%、全体で 131.0%
でした。
続きまして 2 ページをご覧ください。こちらは図書館活動の係数と
なります。市民一人当たりの貸出冊数が 6.4 冊、市民一人当たりの資料
購入費が 582 円です。サンライブの開館に伴い貸出冊数が増加してい
ます。また、市民一人当たりの資料購入費が下がったのは、平成 27 年
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度は美術書などの単価が高い図書を購入しており、平成 28 年度は文芸
書を中心に購入していたためと考えられます。
以下、登録者 1 人当たりの係数を掲載しています。ページ下部の表
につきましては、1 ページにてご説明いたしました登録者数、貸出冊数、
入館者数の再掲と資料購入費、図書購入費の額です。
続きまして 3 ページをご覧ください。こちらは月別利用状況の中央
図書館分となります。中央館につきましては、4 月から 6 月は、開館前
なので実績はありません。貸出人数 51,490 人、貸出冊数 179,760 冊、
自動貸出機の貸出人数は 29,697 人、貸出冊数は 123,026 冊でした。グ
ラフの下は前年度平成 27 年度の数値です。予約冊数が昨年より増加し
ていることが分かります。平成 27 年度は 8,104 冊でしたが、平成 28
年度は 10,215 冊でした。
続きまして 4 ページをご覧ください。月別利用状況のサンネット分
です。年間の合計をご報告いたします。4 月から 6 月の予約が少ないで
すが、これは中央館が閉館しており、サンネットにある本のみ予約可
能であったためです。表にはありませんが、貸出冊数よりも返却冊数
が多く、中央館で借りた本をサンネットで返す人が多いことが分かり
ます。
続きまして 5 ページをご覧ください。相互貸借の利用状況です。平
成 28 年度の利用についてご説明いたします。平成 28 年度相互貸借は、
8 月から開始しています。愛知県図書館からの借受が 84 冊、貸出が 8
冊、県内の公共図書館からの借受が 87 冊、貸出が 220 冊、県外及び大
学などからの借受が 3 冊、貸出が 46 冊、総合計借受 174 冊、貸出 274
冊でした。インターネット蔵書検索利用総数は、790,609 件、資料予約
システムの利用件数は 6,635 件となっています。貸し出し中の本も予
約できるようにしたため利用者数が伸びたと思われます。
6 ページは、5 ページで紹介した愛知県内の公共図書館との相互貸借
の内訳です。
続きまして、7 ページをご覧ください。中央図書館の蔵書統計年報で
す。購入、寄贈、その他の冊数を記載しております。その他は、雑誌
等の分冊を登録したものや、弁償本を再登録したものです。YA はヤン
グアダルトのことで、昨年度できた中高生向けのティーンズコーナー
に置く本のことです。石川文庫は、石川恒夫様より寄贈いただいた本
のことで、こちらの件数は資料として登録されていなかった本を登録
した件数です。資料合計としては、YA、石川文庫も含め、購入 14,756
冊、寄贈 364 冊、その他 27 冊で受入合計は 15,147 冊です。当年度末
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蔵書数は 208,434 冊でした。雑誌につきましては、現在中央館では 322
種を購入しています。点字本は、社会福祉協議会のボランティア団体
より寄贈いただきました。AV 資料も含めた総合計としては、購入
19,382 冊、寄贈 782 冊、その他 28 冊で受入合計は 20,192 冊です。当
年度末蔵書数は 225,562 冊となります。
続きまして 8 ページをご覧ください。サンネットの蔵書統計年報と
なります。資料合計は、購入 843 冊、寄贈 3 冊、その他 9 冊で受入合
計は 855 冊、当年度末蔵書数は 14,144 冊でした。サンネットでは紙芝
居、新聞縮刷版は購入しておりません。総合計として、購入 890 冊、
寄贈 6 冊、その他 10 冊で受入合計 906 冊、当年度末蔵書数は 14,398
冊となります。
続きまして 9 ページをご覧ください。蔵書冊数集計表となります。
中央館とサンネットを含めた総合計は購入 20,272 冊、寄贈 788 冊、そ
の他 38 冊、受入合計 21,098 冊となり、当年度末蔵書数 239,960 冊と
なります。
三井副会長

只今の説明について、何かご意見、ご質問はございますか。

長山委員

雑誌スポンサーは現在何誌ほどですか。

事務局

平成 28 年度は、およそ 15 社 32 誌です。

長山委員

レファレンスの内容を詳しく教えてください。

事務局

三井副会長

場所の確認が一番多く、主に窓口業務委託職員で対応しています。
他には、地域資料の案内などもありました。生涯学習推進課の方で対
応した例ですと、愛知用水の資料をさがしてほしい、古窯の場所を教
えてほしい、この場所の昔の写真はないか、といったものがありまし
た。特定の位置の昔の写真の件については、ご希望に沿うことができ
ませんでした。
他にご意見、ご質問はございませんか。
では、続きまして議題 2
説明願います。
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平成 29 年度事業計画について事務局より

事務局

議題 2 平成 29 年度事業計画について説明します。資料の 10 ペー
ジをご覧ください。
図書館は、
「知る自由」をもつ市民に、学ぶための情報・資料、及び
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と提供を行
ってきました。また、インターネット蔵書検索や官報情報検索データ
ベースなどの新しい情報源による情報の提供や利便性の向上に努め、
市民のくらしに役立つ図書館サービスを提供しています。さらに、情
報源を公共財と見る立場から、図書館間相互の連携・共同、ネットワ
ークの形成を進め資料提供に努めています。読書啓発活動として、子
どもたちの読書をとおした心のふれあいを育むため、
「みよし市子ども
読書活動推進計画」に基づき、図書館支援団体との協働による「おは
なし会」・「手作り絵本展」を開催します。また、子どもへの読み聞か
せ事業の充実を図るため、読書ボランティアの養成に努めます。
重点事業は、大きく 3 つあります。まず図書資料の整備です。生涯
学習における教養、調査研究、レクリエーション等の幅広い資料を収
集し、市民に親しまれ暮しに役立つ図書館資料の提供を図ります。次
に図書館サービスの充実です。電算機器による図書館機能の効率化を
図り、書誌情報の充実や利用者サービスの向上に努めます。また、図
書館資料にＩＣタグの貼り付けを継続し、蔵書管理を充実し利便性を
高めます。最後に各種団体の育成及び読書啓発事業の推進です。みよ
し市子ども読書活動推進計画に基づき、図書館支援団体の活動の促進
を図ります。また各種講座を開催して、読書啓発事業の推進を図りま
す。
3 の主要事業ですが、中央図書館として 8 項目あります。（１）図書
館協議会運営事業では、図書館サービスの向上を図るため、図書館の
運営について年 3 回協議を行います。
（２）図書館ネットワークの推進
では、県図書館ネットワーク便と相互貸借の推進を図り、引き続きラ
ストワン・プロジェクトへ参加します。ラストワン・プロジェクトは、
県内で唯一、その図書館にしか所蔵されていない本を大切に管理して
いこうというプロジェクトです。
（３）市民情報サービスセンター「図
書コーナー」整備事業では、市民情報サービスセンター「図書コーナ
ー」の充実に努め、年 4 回の企画展の開催や本館との本の物流を週 6
便実施します。
（４）図書館資料の充実では、図書館資料へのＩＣタグ
整備を引き続き継続します。また、雑誌スポンサー制度により、雑誌
の充実に努めます。
（５）読書活動の推進では、図書館支援団体への活
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動の促進、読書感想文コンクール実施、小さい子どもを対象としたお
はなし会講座、図書館バックステージツアー、一日司書体験やボラン
ティア養成講座、読書講演会などを開催します。また、市内中学生以
下を対象とした読書ノートの配布運用を継続します。
（６）窓口等運営
業務につきましては、昨年度より窓口等運営業務を委託することによ
り、効率的かつ効果的な運営や、より質の高い図書館サービスの提供
に努めます。
（７）電子情報サービスの推進では、図書館システムの維
持管理、図書館ホームページの充実を図ります。図書館のホームペー
ジが使いづらいというご意見もいただいております。市のホームペー
ジシステムの変更に伴い、図書館のホームページも見直していきます。
（８）学校図書館との連携では、職場体験学習やインターンシップの
受入を実施します。また、現在学校への配本サービスを調整中であり、
平成 29 年度中に開始予定です。
資料 13 ページは、生涯学習推進課の事務分掌、資料 14 ページは生
涯学習推進課の年間計画一覧です。最上段の親子向け読書講演会は 9
月に藤真知子氏を講師に実施する予定です。大人向け読書講演会の実
施時期は未定のため、予定では 11 月となっていますが時期がずれる可
能性が高いです。近代文学講座につきましては、資料 19 ページをご覧
ください。企画展示は、現在 1 階ティーンズコーナー付近のテーブル
と、2 階メイン通路の 4 か所、あわせて 5 か所で実施しています。おは
なし会は、第 2、第 4 土曜日、毎週日曜日に実施しています。第 1 から
第 4 水曜日は、ちいさい子のためのおはなし会で 0 歳から 3 歳までの
お子さんを対象にしています。
三井副会長

加藤委員
事務局

それでは、只今の事務局の説明に対して、何かご意見、ご質問はご
ざいませんか。
10 ページの課題について詳しく教えてください。
図書館のサンライブへの移転についての周知が課題と考えておりま
す。足を運んでいただくために、今後も PR して参ります。企画展、イ
ベントを積極的に報道提供し、連動して資料の充実、手に取りやすい
本の整備、部屋の利便性の向上に努めていきます。現在の取り組みと
しては、グループ室、個人ブースでの電源供給を可能にし、パソコン
を持ち込んだ際に使いやすくしました。また、閲覧室の開放も始めま
した。図書館閉館時間の午後 7 時に、図書館側の出入り口を閉め、情
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報の道側を開けています。開放時間は、午後 8 時 30 分までです。
加藤委員

11 ページの主要事業について、新たな取り組みはありますか。

事務局

学校図書館との連携について、学校への配本事業が新たな取り組み
です。テストケースとなるため問題も多いかとは思いますが、学校の
利用が増える、調べ学習ができる、児童生徒の図書館利用数が伸びる、
先生の利用が増える効果が期待できます。今まで利用していなかった
人の利用を促進します。

長山委員

11 ページ、市民情報サービスセンターとはサンライブ 1 階の情報コ
ーナーのことですか。

事務局
長山委員

事務局
吉川委員

カリヨンハウスの 2 階のサンネットのことです。
サンライブ 1 階情報コーナーについて、チラシ類の順番などを見直
し、整備していただきたいです。
今後、検討します。
遅れてきて失礼します。統計を見たところ、思ったより利用者がの
びていないと思いました。アンケートについても、10 代 20 代が少な
いよう感じます。ホームページについては変えていただけるとのこと
でしたが、学校連携も進んでおらず、
「図書館」の文化がみよし市の中
で進んでいないと思われます。これには周知が何より大切で、まずは
来てもらうことが重要です。現状と課題をはっきりさせ、利用者を増
やすための事業を増やすべきだと考えます。

事務局

事業について検討します。

冨樫委員

サンライブの建物を見て、図書館だとは分かりにくいと思います。
入り口に、図書館の理念があると分かりやすくてよいと思います。ま
た、情報の道での図書館 PR や、広報で特集をして図書館を知ってもら
いたいです。

事務局

検討します。
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長山委員

事務局
吉川委員

事務局
三井副会長

事務局

図書館をもっと PR したほうがよいと思います。たとえば、図書館で
行う行事などのチラシにも、市民がわかりやすいように、図書館とい
う表示をもっと増やしていただきたいです。
検討します。
複合施設というよさも活かしてほしいです。たとえば、貸館の利用
者に、図書館のチラシを配るなどの工夫もできると思います。
検討します。
北部の市民は、サンライブをよく知らないので、チラシには地図を
入れた方がいいと思います。
チラシやポスターに地図を入れるようにします。

加藤委員

11 ページの主要事業についてですが、図書資料の充実は図書館の基
本的な業務であるように思います。具体的な目標を記載していただき
たいです。具体的な数値はありますか。

事務局

具体的な数値ですと、2 ページ利用係数表の中の、市民一人当たりの
貸し出し数につきまして、この値が平成 29 年度に 7.8、平成 30 年度に
10 となることが目標です。

三井副会長

他にご意見、ご質問はございませんか。
では、続きまして議題３ 第三次みよし市子ども読書活動推進計画
について事務局より説明願います。

事務局

前回の協議会でのご指摘を受け、修正いたしましたので、今回完成
品としてお渡しします。1 ページは、計画の策定についてです。平成
19 年に計画を策定しています。5 年に 1 度計画の見直しがあります。3
ページは第二次みよし市子ども読書活動推進計画の課題、6 ページは基
本理念、7 ページは 4 つの基本目標と 16 の方策、8 ページからは具体
的な方策です。19 ページに計画の進行管理方法、20 ページからは資料
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編で、21 ページに子どものアンケート結果、32、33 ページは聞き取り
調査結果です。
三井副会長

内容等につきまして、何か意見等あればその都度に事務局にご連絡
ください。
それでは、その他の図書館行事について、事務局より説明願います。

事務局

その他の図書館行事について 15 ページをご覧ください。読書啓発事
業の年間計画です。大人向け読書講演会の日程は未定となっています。
親子向け読書講演会は、藤真知子氏を講師に招き、9 月に実施予定です。
小学生のための科学あそびについて、2 回実施となっていますが、これ
は同日に午前と午後で実施します。また、今年度より、生涯学習講座
との混同を避けるため、読書啓発事業の講座については、教室という
表現に変えております。
続きまして 16 ページをご覧ください。親子向け読書講演会の開催要
項案です。9 月 24 日午後 1 時 30 分から、サンライブ 2 階研修室兼軽
運動室で行います。講師は童話作家の藤真知子氏です。
続きまして 17 ページをご覧ください。第 39 回読書感想文コンクー
ル実施要項です。今年も、市内の小中学校、県立三好高等学校に協力
いただき実施いたします。続きまして 18 ページをご覧ください。夏休
み子ども一日司書実施要項です。今年度は、実施要領を見直し、学年
で日にちを分けずにいずれの回でもお申込みいただけるように変更い
たします。8 月 17 日から 19 日の 3 日間で実施いたします。なお、19
日はいいじゃんまつりの開催日のため、午後 3 時 30 分で一日司書が終
了した後、午後 4 時にサンライブを全館臨時閉館いたします。
続きまして 19 ページをご覧ください。今年度の近代文学教室は、夏
目漱石です。続きまして 20 ページをご覧ください。ストーリーテラー
養成教室の予定です。
また、中学生以上を対象に行った平成 28 年度サンライブ来館者アン
ケート結果をお配りします。5 ページの滞在時間についてですが、多く
の人が 1 時間以内で帰られていることが分かります。続きまして D 図
書館のサービスの満足度についてをご覧ください。D-7 本の種類につい
て、D-12 ホームページの使い方についての項目が、他の項目に比べて
満足度が少ない結果となっています。全体的に満足度は高く、移転に
伴い利用がしやすくなったと考えられます。
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三井副会長

只今の説明について、何かご意見、ご質問はありますか。

加藤委員

アンケートは公開していますか。

事務局

ホームページで公開しています。

三井副会長

事務局

それでは、他にご意見、ご質問がなければ、次回開催日程について
事務局より説明願います。
次回は、平成２９年９月１４日（木）に安城市図書館情報館アンフ
ォーレの視察です。

長山委員

先進地ではなく、市内の学校図書館に行きたいです。学校の図書室
は、なかなか予算もつかず、新しい本が入らないと聞きます。実際に
見て、現状を把握したいです。

事務局

市内学校図書館への訪問については、今後、別に検討して参ります。

長山委員

わかりました。

三井副会長

事務局

皆様のご協力によりスムーズに協議が終了いたしました。ありがと
うございました。委員の皆様には、長時間にわたるご審議ありがとう
ございました。
これで本日の協議会を終了します。
（午後０時１０分）
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