
平成１９年度図書館専門委員会会議録 
 
１ 日 時  平成１９年６月２２日（金）午後１時５５分から午後３時３５分まで 
２ 会 場  愛知県図書館 ５階 中会議室 
３ 傍聴者  なし 
４ 会議録 
 
 
河合館長挨拶 
図書館専門委員会にお集まりいただきましてありがとうございます。昨年のこの専門委

員会以降１年間の図書館をめぐる情勢を見ますと、国においては教育基本法が改正されて

おります。それに続きまして社会教育法や図書館法等も改正の動きがあるように聞いてお

り、私どもは十分関心をもって動きを見つめていかなければならないと考えております。

一方、地方自治体においては、財政の状況は相変わらず厳しいものがあり、図書館につい

ても指定管理者制度が県内でも実現されるようになっていますし、私どもの県図書館につ

いても、市場化テストといって民間と行政、官が、サービスの水準とコストを競いあった

らどうかと、その候補の一つに挙げられるかもしれないというような報道もありました。

結果的には、直ちにそのようなことが私どもの図書館に適用されるようなことはありませ

んが、世の中にはそういう動きがありますので、そういうことを十分踏まえて、私ども公

務員である図書館職員も、経営という感覚を頭に置いて、今後運営に携わってまいりたい

と考えております。 

そのような中で私どもの図書館の利用状況を見ますと、若干、明るい兆しが見えたので

はなかろうかと、そのような認識をしているわけです。一昨年度から、レファレンスとい

うことを重視していろいろやってまいりました。そちらの方のデータとか複写の枚数等は

昨年度においても既に大きな伸びを示しておりますが、昨年の７月以降は図書の貸出しの

状況についても、１日当りを見ますと前年を上回るという状況が続いております。これは、

昨年度から資料費が 1 千万円、前年度に比べ増えておりますが、その影響で新鮮な資料を

収集することができた、そういうことによって貸出しが増えたのではないかと推測してお

ります。それからさらに、今年３月以降、一番の大きな指標である入館者数についても、

１日当りで比較しますと若干上向きの数字が出ております。この５月については、今年度

から祝日を開館しましたが、祝日のことを除きましても実質的には前年度を上回ると、そ

ういう数字が出ていて、私ども図書館で働いている者にとっては非常に大きな喜びとなっ

ているわけです。そうは申しましても、アンケート調査では、まあ図書館は役に立ってい

るという答えはいつもあるわけでございますが、一部の方々からは相変わらず厳しいご批

判等、ご不満等いただいておりますので、私どもとしてはできるところから一歩一歩、改

善をしてまいりたいと考ええております。 
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本日は、そうした私どもの図書館の現在の取組みの状況等についてご報告を申し上げると

ともに、委員の皆様方からそれぞれ専門のお立場からいろいろご助言を頂戴したいと思っ

ております。なにとぞよろしくお願いいたします。 

 

委員・事務局職員の自己紹介 

 

岡部委員長の議長就任 

・委員会開催要領第２条の４項に、委員長は「専門委員会を総理する」とあるので、以後

の議事は岡部委員長が議長席に着き、議事を進行することとする。 

 

【議題１】平成１８年度事業について 

事務局説明 

○ 平成１８年度利用状況及び過去１０年間の年度別利用状況（資料１） 

・入館者について。入館者数は６３７,８２２人で前年度比２％減となっている。 

・貸出状況について。個人貸出冊数は３５３,３９１冊で前年度比５.１％増であった。Ａ

Ｖ資料の貸出点数は、６４,１９５点、前年度比約４.１％の微増であった。 

・レファレンス件数は３１,８０７件、前年度比１１.８％の増であった。とくに電話によ

るレファレンスが２５.８％増えたものである。一昨年に専用電話を設け、その効果が現

れたのではないかと考えている。 

・インターネットからのアクセスについて。ホームページから携帯用のサイトまで、全部

の項目で昨年度を上回っている。とくに携帯用のサイトは４１.６％の増加であった。 

・協力貸出について。貸出冊数は１５,０４６冊で、前年度比２.７％の増であった。県内

の図書館への貸出しは伸びたが、県外の図書館への貸出しは減少しており、全体として

は２.７％の増加に止まった。 

○ 平成１８年度末における資料所蔵状況及び過去１０年間の資料受入状況（資料２） 

・１８年度末における資料の所蔵状況について。図書等の所蔵冊数は１,１２５,３４９冊、

図書等の１８年度の受入冊数は２８,１０８冊である。 

・視聴覚資料について、所蔵数は２４,５２３点、１８年度の受入数は４４３点であった。 

・逐次刊行物等受入状況について。新聞は１０１タイトル、雑誌は２,６０６タイトル。 

・資料受入状況について。１８年度は、図書の和書と洋書を合わせて２６,６０３冊を受入

れ、これは前年度に比べ３１.４％の増加である。とくに和書の２５,７７０冊のうち購

入冊数は２０,９８６冊で、前年度比３３.６％増加している。このように伸びた大きな

原因は、資料購入費が１千万円増加したということ。また、図書の購入価格が競争入札

により低くできたということも重なっていると思う。購入図書においては、４つの分野

で重点的な収集を行った。一つはビジネス情報関係の資料で、高額な会社名鑑や年鑑な

どを購入。また、少子高齢化に関する資料の充実、子育て、医療、健康、介護に関する
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資料の充実。次に多文化コーナーの資料の充実ということでハングルやポルトガル語の

資料を購入。さらに地域文化の関係では愛知県関係の近代資料などの収集に努めている。 

○ 平成１８年度自主企画事業等実施状況（資料３） 

・企画展示、名画鑑賞会、児童図書室の催し、図書館探検ツアー、あいち子ども芸術大学

のワークショップなどの催し及び刊行物、ホームページ上で提供した主な資料情報につ

いて説明。 

○ 平成１８年度の主な改善内容及び新規事業（資料４） 

・１８年度は初めて図書館サービス計画の実施年となった。来館者アンケートと合わせて、

市町村図書館の職員の方々へのアンケートも行っている。 

・３月に、第３期図書館電算システムをリリースした。 

・新しいシステムに伴いインターネット、携帯電話から貸出中図書の予約、利用状況の確

認が行えるようになったこと、新聞データベースの拡充について、ビジネス情報コーナ

ー・ティーンズコーナー・多文化サービスコーナーの状況について、学校支援サービス

について説明した。 

・それまで一部喫煙できるところがあったが、３月１６日から、館内が全面禁煙となった。 

・１８年度の愛知県図書館協議会において委員から提言のあった事項について、昨年度来

の当館における対応状況を資料により説明。 

○来館者アンケート・市町村図書館職員アンケートの結果（資料５） 

・１７年度に続き、来館者へのアンケートを実施。また、昨年度初めて愛知県内の市町村

立図書館と公民館図書室の職員を対象にアンケートを行った。その結果について資料に

より説明。 

 

委員 

・県内図書館の協力支援アンケートについて、この結果は各図書館に行っているか。 

 

事務局 

・公立図書館長協議会の会議で説明をさせていただいた。またその後、会議に欠席の館も

含めて全館に改めて配布した。 

 

委員 

・一般と児童別の年度別貸出冊数について。１６年度までは中学生は児童に入っていて、

１７年度からは中学生は一般として扱うように変えたわけだが、それでも児童の貸出冊

数が増えている理由は何か。 

 

事務局 

・登録者数の推移では小学生以下を児童としてカウントする、これに対し貸出冊数のほう
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は一般向け図書、児童向け図書という数え方で、内容が違う。児童図書の中に中学生く

らいの人向きの資料があり、それはティーンズコーナーというところに置いてあるのだ

が、これらについては貸出冊数の統計では児童のほうにカウントされている。仮に大人

が借りても子ども向けの本は児童のほうに入るということである。児童図書室からティ

ーンズコーナーに移したヤングアダルトブックと言われるような種類の本の貸出しの伸

びが非常に大きくなっているということも、児童図書の貸出しが増えている一つの原因

ではないか。また地域の乳幼児、児童の数が若干上向きになっているのではないかとか、

おはなし会などの事業をかなりやってきているので、そういった効果もあるのではない

か。 

 

委員 

・利用状況を見るとホームページアクセス回数など情報関係の項目は軒並みパーセントが

上がっている。また対面朗読利用者が４８％プラスになっている。一方でＡＶ、マイク

ロ室の利用が減っている。このような現代的なニーズの変化に対応できているか。 

 

事務局 

・これからもいろいろなアンケートをしながらニーズをきちんと受け止めていく。予算化

は難しくても、やはり一つずつでも前進をしていくこととしたい。 

 

委員 

・図書館の重要な指標である入館者と登録者の数が、平成１０年ころと比べ大きく減って

いる。社会的な大きな変化があるのではないか。これからの図書館のあり方について、

そろそろ次の新しいことを考えていかないといけない時期ではないか。例えば資料のデ

ジタル化を進めていくとか、何か検討はされているのか。 

 

事務局 

・資料のデジタル化については、少し前に絵図を、それから名古屋タイムズを、資料保存

の観点からも必要ということでデジタル化した。今後は郷土（地域）資料を中心にデジ

タル化ということも考えていかなければならないとは思っているが、非常に大きな費用

とパワーを要する業務であること、著作権の問題があることから、現在まだ具体的な検

討の段階に至っていない。 

 

委員 

・県図書館としての独自の魅力が、県民の方々に十分認められていないのではないか。 

・図書館としてインターネットの端末を増やしていくのは予算の面で厳しい面もあるが、

利用者が自分のノートパソコンを使ってインターネットに接続できる環境を作るという
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方向もあるのではないか。 

 

委員 

・市町村図書館職員へのアンケート結果によれば、県図書館が収集に力を入れるべき分野

の図書として「研究用の本」との回答が多い。新刊書ばかりでなく、各分野の既刊図書

を調査して、蔵書に不足しているものを購入していくということが大事ではないか。 

 

事務局 

・市町村図書館が自館にないものを愛知県図書館に求めるということが現れた結果だと思

う。できるだけ要望に応えていきたい。 

 

委員 

・毎年、前年度の委員会で出された各委員からの提言あるいは要望に対し、聞きっぱなし

ではなく真摯に対応していただけていることを特に言っておきたい。 

 

委員 

・ティーンズコーナーは、去年と比べてフェイスアウトの本の場所が作ってあって非常に

魅力的になっていると感じた。お客さんの利用も増えているのではないか。ただ、ヤン

グアダルトとかティーンズという言葉は一般の人に意味がわからないようなので、わか

りやすい言葉で補うことが必要ではないか。若い人たちは大人になって利用者になって

もらうのだから重要である。 

 

委員 

・ティーンズコーナーに、面置きという形で本が置いてあり、本の紹介をしてある印刷物

が置いてあるが、せっかくなのでもう一つ工夫をして、本屋さんなどでＰＯＰという形

で案内してあるように、子どもたちの興味を引くような形で本の内容を表示したらよい

と思う。 

・おはなし会のサポーターへの応募がたいへん多かったという。このように図書館に協力

したいというかたたちを図書館サポーターとしてどんどん増やしていくことによって、

口コミから利用も増えていくと思うので、このせっかく大勢集まった応募者の方々を、

ほかの方面でも使うことはできないか。 

 

委員 

・応募者の中から定員に絞るのはやはり抽選なのか。今後いい意味でその人たちを利用す

ることを考えれば、別の選び方の可能性はなかったのか。 

 

5 



事務局 

・年齢や性別に関係なく本当にランダムに抽選をさせていただいた。はずれた方々にも何

らかの形で関わっていただきたいのだが、個人情報保護の関係で、今回は図書館のおは

なし会のサポーターということで応募していただいたので、そのためにしか使えないと

いうことになっている。またぜひ次の機会にこういう方々がさらに応援してくださると

有難いと思う。 

 

委員 

・昨年度の提言事項への対応のうち、県内の住民と図書館との連携、図書館員同士の連携

の核になるような取組みの実施について、「検討する」という言葉だけでなく、具体的に

どういう組織を作ってどう取り組んでいくのかということにぜひ踏み込んでいただきた

い。 

・地域の人、図書館を支援してくれる人との協働はもちろんであるが、今後は、これまで

図書館とはつながりの少なかった人たちとの協働にまで踏み込んでいただきたい。いろ

いろな形での住民のかたと図書館が職員も含めて連携していけるなんらかの催しという

のをぜひやっていただきたい。 

・たとえば、図書館で本を貸し出す際に図書名と返却期限とプリントして渡す熱転写のロ

ール紙の裏に企業の広告を載せるなどという取り組みを、県内の公共図書館などが共同

で実現するというようなことが考えられる。そういう場合に共同の組織の中心になって

企画、進行していくのが県立図書館としての役割の一つになるのではないかと思ってい

る。 

 

委員 

・学校支援サービスということで高等学校２校に出張してブックトークを行ったというこ

とでたいへんいいことだと思うが、これはどこまで出張して来ていただけるのか。 

 

事務局 

・県内であれば十分可能である。 

 

委員 

・学校支援サービスについて、少しＰＲ不足かと思う。 

 

委員 

・学校支援サービスは、ぜひ回を重ねて継続していただけたら有難い。 

・自分たちの読書サークルに、発足以来長い間男性会員は一人もいなかったのだが、近年、

定年で退職した男性が何人か入会された。できるなら図書館のほうで読書会を作ってい
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ただけたら、もっと読書会というものが広がるのではないかと思っている。 

 

【議題２】平成１９年度事業について 

事務局説明 

○ 平成１９年度予算の概要（資料６） 

・１９年度の予算の総額は、８３６,２８１千円で、前年度比２.４％減。図書資料の収集

費は、前年とほぼ同額。電動書架の増設費は昨年度の１台分から今年度５台分の予算が

付き大幅な増額。電算システム運用費は電算計算機の更新が完了したことにより減額。

このほか、サービス事業費、市町村図書館振興費、施設整備費など資料により説明。 

○ 平成１９年度愛知県図書館サービス計画（資料７） 

・１８年度、初めてサービス計画を策定して、その達成状況や評価を踏まえて、１９年度

の計画を策定した。 

・１８年度の図書館のサービスの評価については、レファレンスサービス、市町村図書館

への支援、貸出冊数、児童図書の貸出し点数などの数値目標は達成した。しかし、「本と

雑誌の量や種類」の満足度についてだけは達成できなかった。これは、満足度３.２ポイ

ントを目標に掲げていたが、３.１ポイントという結果であった。 

・平成１９年度のサービス計画の考え方について。とくに重点的に取り組むサービスとし

て、レファレンス、市町村図書館への支援、図書館活動を支援してくださる県民の方々

との協働を掲げている。数値目標については、レファレンス件数と県内市町村図書館へ

の貸出冊数、おはなし会の参加者数について目標を設定した。また１８年度に目標を達

成できなかった本と雑誌の量や種類についても引き続き満足度３.２ポイントを目指し

ていく。 

○ 平成１９年度自主企画事業等実施計画について（資料８） 

・企画展示、名画鑑賞会、児童図書室の催し、図書館探検ツアー、あいちこども芸術大学

の手づくり絵本講座、刊行物やホームページ上で提供する主な資料情報について、資料

により説明。 

 

委員 

・備品費と需用費の資料の割合の変更とあるのは、具体的にどういうことか。 

 

事務局 

・愛知県の図書館資料費の場合、５千円以上の本を買う予算と、５千円以下の本を買う予

算が別々で、５千円以上のものは備品費で買うことになっており、５千円以下のものは

需用費で買うことになっている。この需要費と備品費の金額の割合が、一昨年までだい

たい５：５だった、この比率を変えて、金額の低いものを多く買えるようにした。とい

うのは、私どもは納入価格率を競う入札で購入書店を決めているが、値引率がかなり大
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きなものになってきているということで、予算の割合を変えた。 

 

委員 

・自主企画について、１８年度は３企画ほど美術館の企画展に合わせて実施したものがあ

ったが、今年度はそういう企画があるのか。 

 

事務局 

・今年度はない。 

 

委員 

・図書館のＰＲということでメディアへの対応について毎年話題として出ているが、１８

年度の広報の一覧を見ると、ＮＨＫ関係が少ないようだ。ニュースの中で取り上げていた

だくような可能性はなかったのかどうか。 

 

事務局 

・テレビ局も新聞もみな県政の記者クラブに入っている。そちらへ平等に公表をしていく

のであるが、どれを取り上げるかというのはその放送局あるいは新聞社によって違い、な

かなか難しいところである。 

 

委員 

・ある程度有名なかた、話題の本を書いた著者のかたを呼んで「オーサー・ビジット」を

開催するなど、一般の人たちが興味を持つように働きかけをすることによって、映像のほ

うも取り上げてくれると思う。今年亡くなられた愛知県出身で直木賞作家の城山三郎さん

の特別展みたいなものを、テレビ局など報道関係の協力も得て行ったらどうか。 

 

委員 

・城山三郎さんの展示については賛成である。 

・今高校生など若い人たちによく読まれている『図書館戦争』という作品がある。図書館

が舞台で、図書館の自由宣言に関する内容で、しかもエンターテインメント系のとても面

白く読める本である。図書館の自由宣言を掲げておいてほしいし、そういう本の宣伝もし

てほしいと思った。愛知県図書館ではどこかに「図書館の自由宣言」を貼ってあるか。 

 

事務局 

・貼っていない。 

 

委員 
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・高校に出かけて行ってブックトークをするというのはとてもよい企画だが、実施したの

が２校だけというのはＰＲが弱かったのではないかと思う。出かけて行って実際にブック

トークを見せれば、高等学校の図書室に関わる人たちにも理解され活動が広がっていく可

能性があるので、ぜひ進めていっていただきたい。 

・私は市立の図書館の職員なので、自館の職員に、県図書館に対して現場の担当者として

お願いしたいことを聞いてきた。一つは、雑誌を貸してほしい。次に、協力貸出を受け

た図書は継続が１回できるところ、さらにもう１回認めてほしい。レファレンスの担当

者からは、レファレンスの研修について、もう少し具体的なテーマでの研修をやってい

ただけないか。そういうような要望が出された。 

 

委員 

・１９年度予算の概要について、図書資料の収集費はだいたい前年並みで８,３６７万円、

県民が７００万人とすると１人当たり１２円ぐらいになり、これが多いか少ないかという

のはいろいろな立場で意見が違うと思うが、これは長期的に見て微増しているのか微減な

のか、そしてこれはかなり苦労をして今回これで手を打たれたものかどうか。 

 

事務局 

・図書の購入費が２億円もあった時期や１億円以上あった時期もあるが、こういった厳し

い状況の中であるから図書の購入費といえども削減されてきた。今全体的に愛知県は元気

と言われているがまだまだ状況はそんなに好転していないというのが実状であるので、そ

れまでは７,２００万円程度で推移していたのが１８年度に１千万円増額になったという

こと、また１９年度も同じように認められたということは、満足はしていないが、よかっ

たのではないか。これを維持しながら少しずつでも上げていきたいと考えている。 

 

委員 

・予算が少ないという状況で、図書館間での分担保存というようなことを考えられないか。

一般的な本はなるべく県民のみなさんに近いところで集める、専門的な本については県立

のほうでカバーする、あるいは他の図書館で廃棄する本を県立が受入れるというようなこ

とを、たいへん手間のかかることであるが、ボランティアによる欠本調査など、県民の皆

さまのご協力を得てできないものだろうか。 

 

委員 

・図書購入費は、全国の都道府県立で平均がだいたい５千万円前後である。非常に少ない。

本来、県立のレベルとしては最低でも１億円はほしい。もう少し頑張っていただいて、何

とか１億円を確保していただけるように努力をお願いしたいと切に思う。 
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委員 

・１億円がつけばかなり象徴的な数字になって、皆さんの士気も上がるのではないか。予

算が増えないということで、中央図書館としての愛知県図書館がどういう役割を果たすべ

きか、とくに市町村立との関係でどうあったらいいかというとき、先ほどの分担保存とい

う考え方なども必要な時代になってきているのではないかと思う。 

 

委員 

・資料の中の愛知県図書館に関係する新聞記事のうち、東京都立図書館の司書の２００７

年問題の記事について。東海地方ではこういう団塊の退職問題はないと書いてあるが、毎

日新聞のどの版なのか。また、「東海は影響少なく」というのは正しいのか。 

 

事務局 

・愛知の版である。東海云々の部分は愛知の版に付加的な情報だと思う。 

・影響が少ないというのは、東京に比べれば、ということである。同じような問題は、東

京ほどではないであろうが、遅からず来ると思う。 

 

委員 

・この記事を書いた毎日新聞の記者が、東京都知事の記者会見でこのことについて質問し

た。そのときに石原知事が答えて、いまどき図書館に人が要るのか、オートマチックに本

を借りていけばいいじゃないかというようなことをおっしゃったことにたいへん驚いた。 

 

委員 

・県知事や議会との間に溝を作らないように、図書館側も努力していかないといけない。

自分も東京都では苦い思いをした。県政と協力して動くという形を、いつも図書館は考

えておかないといけないと思うので、どうぞ愛知県は頑張っていただきたい。 

 

委員 

・東京では、特別区の図書館で委託化がどんどん進み正規職員がいなくなったところもあ

るなど、たいへんな状況になってきている。この東海地方、中部地方、愛知県図書館はそ

ういったことがないということなので、ぜひとも頑張っていただくようお願いする。 

 

閉会 
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