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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５条第２項に基づき
会議成立

委嘱状交付

平成 27 年度からの協議会委員 2 名へ教育長より委嘱状を交付

教育長あいさつ

日頃は本市の図書館行政に誤橋梁区頂きありがとうございます。（仮
称）図書館学習交流プラザが少しずつ形になって参りました。土壌汚
染のため改良工事を行いため開館は 3 ヶ月ほど遅れ平成 28 年 7 月 2 日
を予定しています。また、広報などを通じて愛称募集を行ってまいり
ます。ぜひ図書館協議会の皆さまもご応募いただきますようにお願い
いたします。開館に向けて、多くの意見を頂きたいと思います。図書
館協議会委員の皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

会長あいさつ

本年度も引き続き会長をさせていただきますのでよろしくお願いしま
す。新しい図書館が図書館学習交流プラザとして建設が進んでいます。
図書館の要望は、思い起こせば 15 年前から市民の皆さまから要望があ
り待ち望んでいました。施設が組みあがっていくと感慨深いものがあ
ります。
これから図書館の移転に向けてということで職員の皆さんは準備が大
変かと思います。図書館協議会としても微力ながら協力できることを
サポートしていきたいと思います。皆さまのご協力よろしくお願いい
たします。
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自己紹介

協議会委員、事務局の自己紹介

事務局

それでは、次第に基づき、議事へ移ります。みよし市立図書館の管
理及び運営に関する規則第 4 条第 2 項に基づき、議事進行は梶川会長
にお願いします。
議題１について事務局より説明してほしい。
議題１．平成 26 年度図書館実績報告について説明いたします。
資料 1 ページをご覧ください。平成 26 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開館日数 289 日、入館者数は 80,556 人、新

会長
事務局

規登録者 654 人、登録者総数 34,231 人、レファレンス件数 1,355 件と
なります。サンネットにつきましては、開館日数 305 日、新規登録者
424 人、レファレンス件数 204 件となります。利用者等につきまして
は、中央図書館の貸出人数につきましては個人利用者が 38,128 人、団
体利用者が 317 団体、相互貸借による利用を含め合計 38,731 人となり
ます。貸出冊数につきましては、個人利用者の貸出 201,023 冊、団体
利用者の貸出 5,511 冊、相互貸借の貸出冊数を含め合計 206,857 冊と
なります。サンネットの貸出人数につきましては、個人利用者が 23,715
人、団体利用者が 89 団体、合計 23,804 人となります。貸出冊数につ
きましては、個人利用者が 95,855 冊、団体利用者が 808 冊、合計 96,663
冊となります。中央図書館とサンネットの合計総貸出冊数は、303,520
冊となります。続けまして 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。市民一人当たりの蔵書冊数が 2.5 冊、市民一人
当たりの貸出冊数が 5.1 冊、市民一人当たりの資料購入費が 197 円と
なります。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、図書購入費の決算額となり
ます。続けまして 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。年間の合計をご報告いたします。貸出人数
38,731 人、貸出冊数 206,857 冊、入館者数 80,556 人となります。ペ
ージ中段のグラフの通り 7 月 8 月の貸出人数、貸出冊数、入館者数が
ともに多くなっています。グラフの下は前年度平成 25 年度の数値とな
ります。続けまして 4 ページをご覧ください。月別利用状況のサンネ
ット分となります。年間の合計をご報告いたします。貸出人数 23,804
人、貸出冊数 96,663 冊、開館日数 305 日となります。ページ中段のグ
ラフは中央館と同じく 7 月、8 月の貸出人数、貸出冊数が多くなってい
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ます。続けまして 5 ページをご覧ください。こちらは曜日別貸出冊数
の中央館分となります。グラフをご覧いただきますと、月曜日が休館
日となっていますので、翌日の火曜日の利用が多くなっています。ま
た、土曜日、日曜日の利用は多くなっています。続けまして 6 ページ
をご覧ください。こちらは曜日別貸出冊数のサンネット分となります。
グラフから中央館と同じく火曜日の利用が多くなっています。続けま
して 7 ページをご覧ください。相互貸借の利用状況となります。平成
26 年度の利用についてご説明いたします。愛知県図書館からの借受が
82 冊、貸出が 5 冊、県内の公共図書館からの借受が 138 冊、貸出が 295
冊、県外及び大学などからの借受が 5 冊、貸出が 23 冊、総合計借受
225 冊、貸出 323 冊となります。続けまして 8 ページをご覧ください。
図書館利用状況の推移となります。サンネットは平成 12 年度から開館、
移動図書館については平成 16 年度に廃止となっています。続けまして
9 ページをご覧ください。中央図書館の蔵書統計年報となります。資料
合計として、購入 5,236 冊、寄贈 236 冊、その他 27 冊で当年末蔵書数
は 139,259 冊となります。総合計として当年末蔵書数は 148,913 冊と
なります。続けまして 10 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。資料合計として、購入 1,230 冊、寄贈 17 冊、その
他 7 冊で当年末蔵書数 11,827 冊となります。総合計として当年末蔵書
数は 12,014 冊となります。続けまして 11 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
7,733 冊、寄贈 696 冊、その他 80 冊、受入合計 8,509 冊となり、当年
末蔵書数 160,927 冊となります。続けまして 12 ページをご覧ください。
保管場所別蔵書収容冊数となります。合計欄についてご説明いたしま
す。開架の合計が 93,565 冊、閉架が 25,382 冊、サンネットの開架フ
ロアの分室開架が 12,014 冊、合計 160,927 冊、石川文庫 50,000 冊を
含め、総合計 210,927 冊となります。続けまして 13 ページをご覧くだ
さい。中央図書館の蔵書冊数の推移となります。続けまして 14 ページ
をご覧ください。サンネットの蔵書冊数の推移となります。以上で説
明を終わります。
会長
委員
事務局

議題１についてご意見、ご質問があれば質疑をお願いしたい。
平成 26 年度の入館者数の減はどういった理由か。
みよし市だけではなく、三河地区の各図書館でも入館者、利用者の
減少が発生しています。原因としては、読書離れやスマホなどのモバ
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副会長

事務局
副会長
事務局
会長
事務局
会長

会長
事務局

イルツールの普及などにより図書館へ足を運ばなくても簡易に調べる
ことができるようになってきたためと考えられます。
みよし市は、貸出冊数制限がなく、1 人の貸出券で家族分を借りてい
る利用者が多いと思う。今後登録者数を増やしていくための計画はあ
るか。
新図書館では、貸出冊数を 10 冊~20 冊程度に制限を行います。また
利用者登録の有効期限を設ける予定です。
市内と市外の登録利用者数はどれくらいか。
市内在住 30,965 人、市外 3,266 人で約 1 割が市外の登録者です。
新図書館の開館後の利用者数、入館者数の想定はどうなっているか。
入館者数は現在の 3 倍、貸出冊数は 2 倍を想定しています。
現在の図書館は、表にもある通り蔵書収容能力の約 2 倍が所蔵され
ている。
（仮称）図書館学習交流プラザでは、地下が閉架書庫、１階２
階が開架書庫として整備されるので期待している。
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ほしい。
議題 2．平成 27 年度図書館事業の概要説明及び事業計画についてご説
明いたします。資料の１５ページをご覧ください。
図書館は市民が誰でも自由に学び、文化教養を高めるための施設とし
て、暮らしに役立つサービスの提供を行っています。その業務遂行の
ために、１５ページ中段にあります 4 項目の図書館運営についての重
点事業を基に、その下の１から９までの主要事業を実施してまいりま
す。
２７年度主要事業につきましては９項目がございますが、
（３）の市民
情報サービスセンター「図書コーナー」整備事業につきまして、図書
コーナーがカリヨンハウス内に移転し２年が過ぎ、コーナーの運営も
順調に進んでいます。今後も新鮮な図書を利用者に提供できるよう、
随時蔵書の更新を行ってまいります。
１６ページに移りまして（５）の読書活動の推進ですが、絵本作家を
お招きしての読書講演会の開催や新図書館で活躍していただける読書
ボランティア、ストーリーテラーの養成講座を実施いたします。また、
今後の図書館友の会の組織や活動内容について、会員の皆さんと検討
を進めてまいります。
（８）の新図書館への検討・計画・準備では、28 年度の新図書館のオ
ープンに備え、各コーナーの排架計画を作成し、図書の選書及び購入
を進めてまいります。

4

会長
副会長
委員

事務局
会長

委員

会長
事務局

以上で事業概要の説明を終わります。
このことについて質疑をお願いしたい。
ボランティアの養成、育成を行うとあるが、おはなし会に参加者が
少なく、やりがいを感じられないのではないか。
図書館で開催するイベントについて、もっとＰＲを行ってほしい。
また、図書館ボランティアだけではなく、読書会などの活動も含めて
対応してほしい。
図書館活動に携わる団体と積極的に協力を進めて参ります。
図書館友の会の運営方法やおはなし会の開催については、これまで
も図書館側の関わり方を含め問題が提起されてきた。新図書館での“図
書館友の会や”
“お話し会”のあり方については再構築の良い機会なの
で検討して欲しい。学校の読み聞かせグループとのネットワークを構
築することも時間がかかると思うが行ってほしい。また、
（仮称）みよ
し市図書館学習交流プラザの開館に向けて、もっとＰＲを行ってほし
い。そのために広報誌にＰＲのページを設けて欲しい。
これまでとは違うＰＲ手法として、フェイスブックやツイッターと
いった手法も活用してＰＲに努めてほしい。
質疑が無ければ議題 3 について、事務局より説明してほしい。
議題 3．（仮称）図書館学習交流プラザ開館記念行事（案）について説
明いたします。資料の１８ページをご覧ください。
図書館では（仮称）みよし市図書館学習交流プラザをより多くの方に
知ってもらい、また、文化創造の新たな拠点として市民の方に利用し
ていただけるように開館記念事業の実施を計画しています。
事業の実施期間は開館の日から平成２９年３月末までとします。
事業の内容としては、作家などの読書講演会やワークショップ、各種
企画展示、子どものための読書手帳の作成、郷土の文学作家の作品集
の発行等々を考えております。
資料を一枚めくっていただき、２０ページをご覧下さい。
協議会委員の皆さまからもお忙しい中、事前に事業の提案をいただい
ております。これらの提案を活用してよりよい記念事業を企画してい
きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

会長

以上で（仮称）図書館学習交流プラザ開館記念事業（案）についての
説明を終わります。
この事について、何か意見や質問はあるか。
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委員提案の候補者については費用面などはどうなっているか。
各委員より費用面を考慮して頂いた案となります。
（仮称）図書館学習交流プラザ内で講演会などに使える部屋の収容
能力はどれくらいか。
一番大きい部屋で 150 人から 200 人の収容が可能です。
子ども向けのイベントだけではなく、高齢者向けなどのイベントも
計画して欲しい。
検討いたします。
開館記念事業の講演会として 100 万円の講師料で講師を呼んだ場合、
（仮称）図書館学習交流プラザの部屋では収容人数が少なく、費用対
効果が良くないのではないか。開催場所をサンアートなどにしてより
多くの市民が参加できるようにしてはどうか。
（仮称）図書館学習交流プラザのお披露目を兼ねた事業のため、他
の施設ではなく（仮称）図書館学習交流プラザでの開催が望ましい。
幅広い年齢層にふさわしい講演ということで、池上彰氏を提案した
が、講師料などの確認はできていない。柳田邦男氏と松岡享子氏は、
仲介者よりの情報では 25 万円で呼べるのではないかとのことだった。
他の自治体で開催された講演会などからも柳田邦男氏を推薦する。
これまでの活動や本との関わりなどから柳田国男氏を候補として推
薦する。また、松岡享子氏も捨てがたい。時期をずらすなり開催年度
を分けるなどして両者に依頼できないか。
平成 26 年度に図書館友の会で開催した“おはなしフェスティバル”
は大変良いイベントだった。図書館団体以外との連携を図るためにも
記念事業に含め、開催を希望する。
頂いたご意見をもとに検討し調整をいたします。
質疑が無ければ議題 4 について、事務局より説明してほしい。
議題 4．新図書館用図書購入について説明いたします。21 ページをご
覧ください。こちらは新図書館用の紙芝居となります。児童担当職員
で選書を行い、発注中となります。紙芝居の装備方法についてご説明
いたします。現在は袋に入れていますが、紙のケースを加工し、配架
をいたします。これにより書架で確認がしやすくなると考えます。23
ページをご覧ください。新聞の購入案となります。現受入が〇印につ
いてはすでに購入中、△印については現在朝刊のみの購入のため、夕
刊の購入を検討しています。通常の新聞だけではなく、専門的な新聞、
小中高校生向けの新聞の購入を計画しています。また、排架場所は、

6

会長

委員
委員
事務局

通常の１階雑誌・新聞コーナーだけではなく、児童コーナー、ティー
ンズコーナーへ該当する新聞については排架を計画しています。また、
寄贈頂いている新聞や現在寄贈が停止している新聞については寄贈を
頂けるように要望して参ります。なお、縮刷版、製本版についてはこ
れまで通り継続を予定しています。続けまして 24 ページをご覧くださ
い。こちらは購入予定の大活字図書となります。大活字図書は 1 階障
がい者サービスコーナーへの排架を予定しています。
この事について、何か質問はあるか。
購入図書候補の大活字本については、配架場所などのサインをわか
りやすく表示して欲しい。全体のサインをしっかり行ってほしい。
これまでに開催された養成講座などで、講師より提示されたリスト
に掲載された図書について購入整備して欲しい。
児童サービスコーナーに児童文学などの研究・学習の為の図書を配
架するようにしてほしい。
図書への主題表示など現在整備を進めています。また、館内のサイ
ン表示についてもわかり易い表示となるように整備いたします。なお、
児童文学などの研究書は、児童サービスコーナー内のカウンター横に
配架し、専用の別置表示を予定しています。

会長
事務局

質疑が無ければ議題 5 について、事務局より説明してほしい。
議題 5．図書館協議会先進地視察（案）について説明いたします。

会長
委員
事務局

まず次第をご覧ください。今年度はおおぶ文化交流の杜を予定してい
ます。55 ページをご覧ください。こちらがおおぶ文化交流の杜のパン
フレットとなります。指定管理の複合施設となります。図書館部分は 1
階フロアとなります。建物の 2 階に自動集密書庫を設置しています。
平成 26 年 7 月の開館との事で、視察先として提案いたします。
相手館と調整したところ、7 月 2 日または 7 月 16 日のどちらかでとの
回答がありました。どちらでよろしいでしょうか。
この事について、何か質問はあるか。7 月 2 日で良いか。
終了予定の時間は何時頃か。
15 時頃終了解散予定となります。

会長

会長
事務局

視察の開催日は 7 月 2 日（木）とする。
【異議なし】
質疑が無ければ議題 6．その他について、事務局より説明してほしい。
議題 6．その他
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(1)（仮称）図書館学習交流プラザ工事の進捗状況についてご説明いた
します。前回の図書館協議会にて建築現場の土壌にフッ素がふくまれ
ていたため、10 月から 12 月の 3 ヶ月工事を停止し、汚染度の除去を
行うため愛知県と協議を行い、詳細な土質調査とまた汚染区域の特定
と除去の方法を決め、1 月より本格工事を行い適切に除去し処分いたし
ました。基礎工事、地下階の工事と行い、5 月末で 25％の進捗状況と
なります。今後は地上階となるため工事の進むと考えられますが、工
事完了予定が平成 28 年 3 月となります。また、6 月の広報に平成 28
年 7 月の開館のＰＲと愛称の募集を行う予定ですので、ご応募をよろ
しくお願いいたします。
(2)図書館行事について事務局より説明いたします。55 ページをご覧く
ださい。こちらが講座、講演会の開催予定となります。56 ページをご
覧ください。こちら読書講演会の開催要項となります。講師はとよた
かずひこさんとなります。現在、参加者の募集を行っています。続け
まして 57 ページをご覧ください。例年実施している子ども一日司書の
開催要項となります。市内の各小学校から 3 名ずつ学校の推薦を頂き、
実施いたします。続けて 58 ページをご覧ください。こちらも例年実施
している読書感想文コンクールの要項となります。市内の小中高校か
ら応募いただくものとなります。続けまして 59 ページをご覧ください。
手作り絵本みよし展の開催要項となります。2 階多目的室にて開催を予
定しています。
会長
委員
事務局

会長
事務局
会長

これらの事について、何か意見質問はあるか。
（仮称）図書館学習交流プラザの工事現場にて、市民参加による読
み聞かせなどのイベントが実施できないか。
工事現場の中へは難しいかと思いますが、歩道からの見学など何か
できないか検討いたします。ご意見を参考にさせていただきます。
次回の開催について事務局より説明してほしい。
次回開催は 先進地視察で大府市のおおぶ文化交流の杜となりま
す。日時は平成 27 年 7 月 2 日（木）集合は午前 9 時となります。
これで本日の協議会を終了する。
（午前１１時５０分）
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