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平成２８年度図書館専門委員会会議録 

 

１ 日 時  平成２８年７月５日（火） 午後２時から午後３時３０分まで 

２ 会 場  愛知県図書館 ５階 中会議室 

３ 出席者  委員６名（伊藤、千賀委員欠席）、館長、副館長、資料支援課長、サー

ビス課長、各グループ課長補佐８名、文化芸術課職員１名、企画グルー

プ班員１名 

４ 傍聴者  なし 

５ 取 材  なし 

６ 発言要旨 以下のとおり 

 

【開会】 

館長 

社会の変化によって、図書館の運営のあり方を大きく考え直さなければいけいない時

期にきている。県図書館も一図書館としてこれからどのような運営をしていけばよいか

模索している。また、県内の市町村の図書館、大学図書館、高校の図書館等との連携や

支援についてのあり方も考えていく必要がある。本日は、委員の皆様から忌憚のない御

意見をいただき、館の運営のあり方を考えていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

・委員、副館長、資料支援課長、サービス課長の自己紹介 

・会議の公開及び議事概要のホームページへの掲載について連絡 

 

【議題１ 委員長の選出について】 

・委員会開催要領第 2 条 3 項により、委員長は委員の互選により選出するとあるので、

出席委員の中から選出する旨、事務局から説明した。 

・坂委員から、中島委員にお願いしたいとの発言があり、各委員の賛同が得られたので、

中島委員を委員長に選出した。 

・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

後の議事は中島委員長を議長として進めることとなった。 

・中島委員長から委員長就任の言葉があり、次に委員長代理として薬師院委員が指名さ

れた。 

 

【議題 2 平成 27年度事業について】 

 資料に基づき事業内容及び点検・評価について説明(副館長)。 

 

中島委員長 

 ただいまの報告について、御意見・御質問等があったらお願いしたい。 

 

 

中島委員長 

 物流(資料の搬送)は、具体的にはどのような手段でやっているのか。 

 

資料支援課広域グループ課長補佐 

フタ付きのプラスティックケース（コンテナボックス:50ℓタイプ）に図書を詰めて、
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各館とやり取りをしている。荷造りは館内のスタッフで行い、輸送は業者に 1箱いくら

の単価契約で委託している。本年度は、日本郵便にお願いしている。単価契約なので、

輸送の便数が増えると経費も増加する。 

 

 

薬師院委員 

 ラストワン・プロジェクトの未参加の５館の理由は、主にシステム上の制約によると

のことだが、それは市町村側のシステムかあるいは県側のシステムの問題か。 

 

資料支援課広域グループ課長補佐 

 ラストワンに該当するかどうかの照合用のデータを市町村側のシステムが抽出して

県に提出できるかどうかということである。豊明の例で言うと、昨年度にシステムの入

替がありそのときに助言をしてそのような機能を付加したシステムの導入を働きかけ

て、本年度すぐに参加となった。残りの５館もやはりシステム入替のタイミングでの参

加となりそうなので、連絡を密に取って支援していきたい。 

 

 

水野委員 

 行動目標の 41 項目は、それぞれ担当の部門（セクション）が決まっていて責任分担

ができているのか。 

 

副館長 

 館内に３課８グループあり、それぞれの計画に担当部署が割りあてられている。評価

に関しては、まず担当部署が行い、それを館内で議論して最終的に図書館の自己評価と

している。 

 

 

坂委員 

 私の所属する図書館では、相互貸借で、県外から搬送便で資料を取寄せることができ

るので、たいへん良い利用者サービスができていると思っている、この制度を今後も維

持してほしい。 

 

 

越智委員 

 事業計画の評価を５段階に改めたのはよいことだ。昨年の評価が３段階でなおかつ

「○」、「△」、「×」でほとんどが「○」であった。それでは評価の精度がいまひとつだ

と思っていた。ＰＤＣＡサイクルでＣのチェックは、次のＡアクトにつながる大事なプ

ロセスであるので、来年以降もこのような姿勢で評価をしてもらいたいと思う。 

 

 

山田委員 

 ブックパーティは具体的には、どんなものだったのか。もう少し詳しく説明願いたい。 

 

総務課企画グループ課長補佐 

 ブックパーティは「読書会」の一種で、他の人にすすめたい本を持ち寄って楽しくお
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しゃべりしながら紹介しあう会合である。昨年度は、「猫」というテーマで開催した。 

参加者は、まず「猫」に関心のある人たちが集ったが、紹介された本は様々な分野の本

であった。参加者の感想は、自分の知らない分野や関心の薄い分野の本に「猫」という

共通性で触れることができ、読書の愉しみが深まったというものが多かった。 

 

中島委員長 

 大学の図書館でも学生ボランティアを中心に開催されているようであるが、学内で好

評のようである。 

 

 

中島委員長 

大学の場合、外部評価というのがあるが、図書館も外部評価という制度があるのか。 

 

副館長 

 図書館のためだけの外部評価制度はない。しかし、県に外部監査という制度があり、

愛知県図書館もＨ２６年度に「情報セキュリティ」分野に限った外部監査を受けた。こ

の専門委員会が、外部の方からの評価を受ける機会でもある。 

 

 

中島委員長 

 他に御意見等が無いようなので、議題２に関しては了承ということでよいか。 

 「異議なし」 

 

 

【議題 3 平成 28年度事業について】 

 資料に基づき事業計画について説明(副館長)。 

 

薬師院委員 

 ２点質問がある。１点目は、市町村の持つ資料のデジタル化も支援するということで

あるが、各機関がデジタル化しても総括的に検索できるような仕組み、図書資料におけ

る横断検索「愛蔵くん」のようなものがないと有効に機能しないのではないか。 

 ２点目は、市町村図書館員向けの研修事業であるが、市町村図書館で従事している人

たちは制度的にいろいろなケースがある。たとえば、委託業者、指定管理者、非正規な

ども研修対象に含まれているのか。 

 

副館長 

 １点目は、デジタル化した資料のデータを横断的に検索できる仕組みを県が中心とな

って構築したいという考えがある。そのためにどんなことが必要か本年度ＭＬＡの連携

のあり方を研究する中での検討課題ある。 

 ２点目は、県内の図書館全体の底上げという観点から、広く受講していただいている。

その中に、指定管理の従事者なども含まれているが、十分にスキルのないスタッフがい

るという意味で指定管理者制度のあり方そのものも問い直されるべきであると認識し

ている。 

 

館長 
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若干、補足します。 

１点目に関し、ＭＬＡ連携のデジタルアーカイブは検討課題である。簡易なキーワー

ド検索で対象を広くするのがよいか、全文テキスト化で特定の対象とするのがよいのか

検討すべきである。特定の対象というと、愛知県の特性を考えると産業分野に特化した

り、地域の歴史についてである。 

２点目に関し、研修においては、司書が専門性を発揮できるようにするという視点が

大切である。県が司書の専門性を示せるような差別化を研修で実現できるようにすべき

である。 

今回、提出している事業に関する自己評価は、計画段階で「実行予定」のことをリス

トアップしているので、結果としてＣ評価なら十分かというとそうではなく、リストに

なくてもより重要な事項があるのではないかと考えている。 

 

坂委員 

 県の研修事業は、公立の図書館としては役に立っている。特に、複数日参加が必要な

「児童サービス」研修において、拡大講座として１枠だけの参加が認められる方式は、

どの図書館においても受講の機会が膨らむ良い方法だと思う。 

 地域資料の貸出についての質問であるが、どのような基準で館外貸出を認める線引き

をしているのか。 

 

サービス課人文・地域グループ課長補佐 

 市町村の「総合計画」、「事業概要」などの地域行政資料のうち、館内に複数部あるも

のを試行的に 600冊程度対象にしている。 

 

 

水野委員 

 スマートフォンの件であるが、ゆくゆくは自宅のパソコンで受けられるサービスは全

てスマートフォンで利用可能と考えてよいか。若年層はスマートフォンしか持っていな

い場合が多いので、スマートフォンのコンテンツは重要である。 

 

総務課企画グループ課長補佐 

全く同じというのは技術的に困難であるが、横断検索などの主要なサービスは提供で

きるようにしたい。 

 

 

越智委員 

スマートフォン向けのコンテンツは館内のスタッフが作成しているのか外注か。 

 

総務課企画グループ課長補佐 

館内のスタッフがパソコン向けの物を作成し、それが自動的にスマートフォン用に変

換される。よって、専門に作り込んでいるわけではないので、業者が専門に作ったサイ

トに比べると見劣りするのは承知している。 

 

 

越智委員 

障害者サービスの拡充に関し、デイジー資料の運用があまり進んでいない印象を受け
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る。デジタル技術は、障害者だけでなく高齢者にも有効である。例えば、パソコンで文

字を拡大したり色を反転させたりできる。 

本年度「テキストデイジーの試作」とあるが、具体的には何をするのか。 

 

サービス課児童・ＡＶ・障害グループ課長補佐 

職員で２、３冊分テキスト化してデジタルファイルにする。その後、利用についての

運用を検討する。テキストファイルは音訳ソフトで使えるが、厳密には音声資料ではな

いので、提供についてもどのような方法が可能かも検討する。 

 

副館長 

 障害者差別解消法が施行され、県も関連の条例が施行された。それらを受けて図書館

も障害者に対して合理的な配慮をしなければならない。資料提供や施設利用で改善を図

っていくことにしている。 

 

 

越智委員 

 日本語のテキストデイジーは読上げソフトできれいに再生できるか。 

 

サービス課長 

 最近のものはかなり聞きやすい。 

 

 

山田委員 

 高校生の読書離れに関し、毎年行われる毎日新聞社の読書調査でも１カ月に１冊も本

を読まない生徒の割合が、５割を超えているという報告がある。私の勤務校でも学校図

書館でいろいろな企画を行うが、生徒があまり来てくれないのが現状である。愛知県図

書館では２５周年の記念行事で若者向けにイベントを行うとなっているが、具体的にど

んな計画か。 

 

副館長 

 クイズスタンプラリーを７月中旬から開始する。これは、子ども向けのほか、一般向

けの問題も用意している。今のところ日程的に具体化されているものはこれだけである

が、ブックパーティも若者うけするようなテーマで準備を進めている。 

 

館長 

 昨年度、本年度にある若年層に関する行動目標の事業計画は、頻度の問題で開催した

かどうかで評価するようになっている。しかし、魅力的な行事の回数をもっと増やす必

要があるはずである。しかし、頻度を増したり新規に何か行おうとすると予算的な措置

が必要になる。２８年度の予算はすでに決まっているので、新しいことは予算要求をし

て２９年からということになってしまう。県図書館は立地上、夜間人口の少ない所にあ

るので、仕事帰りや学校帰りに使いやすい施設にする必要があると考える。例として、

本日は欠席ですが公募委員の千賀委員から、みんなで相談しながら資料を使えるスペー

スが館内にあるとよいという御提案を頂いている。いわゆるラーニングコモンズのよう

な場所を提供できると利用促進につながるのではと考えており、今後検討したい。 
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中島委員長 

愛知県立大学でも図書館内に「ラーニングコモンズ」を昨年度の秋に開設した。利用

状況は周知の関係で本年度はまずまずである。利用者のアンケートでも「うるさい」、「騒

がしい」などは少ない。真剣に相談をしている時の声は、耳障りでないようだ。ただし、

雑談や休憩の時の声は、耳障りに感じるようである。これを参考に県図書館での位置や

広さや防音などを考えてほしい。 

 

 

中島委員長 

地域行政資料を 600冊程度貸出対象としているということだが、今後の地域行政資料

の収集はどうなっているのか。 

 

サービス課人文・地域グループ課長補佐 

収集は継続的に幅広く行っていく。 

 

中島委員長 

「総合計画」などは、一冊しかなく貸出できないとか、役所は新しい物はあるが古い

物は廃棄して持っていないなど、長期にわたる対象を調査しようと思うと困難がある。

是非とも系統的に長く収集に取り組んでほしい。 

 また、デジタル化に関し、古い貴重な資料をデジタル化することは大切であるが、予

算のいることだと思う。予算面の工夫はあるのか。 

 

副館長 

 本年度は、デジタル化の別枠予算が少しある。しかし、何をデジタル化するかデジタ

ルアーカイブの観点からも体系的に整理する必要があるので、検討段階である。 

 

館長 

 愛知県の地域特性を踏まえてアーカイブ化することができれば、県費だけでなく、学

術研究の国の予算や公益法人からの支援を受けられる可能性がある。 

 例えば西尾市の岩瀬文庫は、名古屋大学で全文検索ができるようなデジタル化を進め

ているようである。そうなれば素晴らしいデジタルアーカイブができると思う。それと

連携して愛知県ならではのアーカイブを作るというプロジェクトであれば、支援を受け

られる可能性が出てくるかもしれない。 

 

中島委員長 

 県内には、岩瀬文庫のほかに蓬左文庫もあるので、是非活用してほしい。 

 

 

坂委員 

 施設に関して 25年経つといろいろな所で修繕が必要ではないのか。 

 

副館長 

 外から見るとまあまあ綺麗であるが、電動集密書架や自動火災報知機のメンテが必要

である。施設の規模が大きく多岐にわたるので、本年度中に中期的な計画を策定する予

定である。当然、緊急度の大きいことから取り掛かることになる。 
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坂委員 

 ５階にある飲食店は、指定管理者が営業しているのか。 

 

副館長 

 行政財産使用許可という制度に則って、賃料を県が徴収して、公募により選定された

一般業者が営業をしている。指定管理者とは無関係である。 

 

坂委員 

 ５階にある飲食店の横の自販機のある飲食できるスペースは、図書館全体の規模から

するとかなり小さいが、唯一館内で自由に飲食できる場所として「狭い」という苦情は

ないか。 

 

館長 

あのスペースでゆっくりしようとする利用者は、そんなに多くない。「狭い」、「席が

足りない」という苦情はない。開館当初は、入口付近に喫茶店があり、図書館に入ると

コーヒーの香りがしてたいへんよい雰囲気であった。しかし、採算の問題で撤退してし

まい、今は、デッドスペースになっている。しかし、もしラーニングコモンズのような

スペースが１階にできれば、飲食可とする運用も考えられる。 

 

 

中島委員長 

愛知県立大学でも図書館の電動書架を３ブロックに分けて３年計画で点検する予定

であるが、予算が不足しており苦慮している。 

 

 

中島委員長 

議題３の平成 28年度事業については、了承ということでよいか。 

「異議なし」 

 

【その他について】 

中島委員長 

 それでは、その他に移ります。事務局から何かあるか。 

 

開館２５周年記念事業について説明（副館長） 

 

 

中島委員長 

今の説明に関してでも、他のことでも、何でも構わないので、意見があれば発言をお

願いする。 

 

 

水野委員 

 栄にあった旧文化会館の時とは、母体が違うので２５周年なのか。 
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副館長 

 こちらに移転してから２５周年ということである。文化会館時代から通算すると５７

年になる。 

 

水野委員 

 個人的には栄にあった図書館の方が思い出深い。栄と鶴舞の図書館はよく使った。 

 

 

越智委員 

 平成２７年度は入館者は減っているが、貸出数は増えている。どのような分析をして

いるのか。 

 

総務課企画グループ課長補佐 

昨年度は、増加したがここ５年間減少傾向にあり、増加原因を分析できる状況ではな

いと考えている。ただ資料費が減額されているので、利用者の状況を分析しニーズを見

極めて収集計画に反映させ入館者、貸出数の確保に努めたい。 

 

 

越智委員 

 平成２８年度予算で、資料費が大きく減少している。これは、施設設備整備費に回し

た結果かもしれないし、県全体で厳しい財政状況なのかもしれないが、委員として資料

費の減少は残念である。 

 

 

中島委員長 

 他県の図書館も入館者は減少傾向のようで、愛知県図書館だけの問題ではないと思う。 

しかし、愛知県の予算規模や人口規模からするともう少し利用が多くても良いと思う。 

私の地元の岡山県立図書館は１０年ぐらい前にリニューアルして、入館者、貸出数が全

国１位である。県民により親しまれる図書館になるのはどこでも同じ課題である。予算

が厳しい状況であるが、どんどんアイディアを出して工夫してほしい。開館時間を延ば

すのもひとつの方法であるとは思うが、人の問題、経費の問題があり非常に困難なこと

も分かっている。 

 

 

中島委員長 

意見も尽きたようなので、議事はこれで終了する。 

なお、7月 20日開催の愛知芸術文化センター運営会議で、委員長である私が本日の内

容を報告させていただく。皆様のご協力により無事終了できたことを感謝する。 

 

 

【閉会】 


