
第 2回伊賀市新図書館建設計画検討委員会会議録（概要） 

 

１ 開催日時 平成 25年 11月 20日（水）午後 2時 30分から 

２ 開催場所 ハイトピア伊賀 5階 学習室 2 

３ 出席された委員 

高倉一紀（会長）、上出通雄（副会長）貝増恒子、平野 昌、太田彬人、秦 裕子、 

和田京子、中森洋子、石橋広保、竹岡英子、山脇良子、小野恵美子、前川依久雄 

４ 事務局他出席者 

野口教育長、前田教育委員会事務局長、立山上野図書館長 森上野図書館主査 

門脇上野図書館司書、児玉生涯学習課長 福徳青山公民館長 葛原阿山公民館長 

中大山田公民館長、中森いがまち公民館長、藤岡管財課長 

事業者：株式会社図書館総合研究所（野田・加藤） 

 

≪事務局≫ 

 前回の会議録の確認をお願いいたします。本日の委員は過半数の出席により、委員会は

成立することを報告いたします。前回の委員会での意見を反映しました基本計画案を説明

いたします。 

（資料 1の P24までの説明を行い、意見と質問を受ける） 

≪委員≫ 

基本理念「行きたくなる図書館『文化薫る、学びふれあい憩いの場』」について、学び、

ふれあい、憩いの間に半角等を入れた方が分かりやすいのではないでしょうか。 

≪会長≫ 

 ダイレクトで分かりやすいと思いますが、創造・知・コミュニケーションの場としての

意味をふまえて、もう少し事務局にて練ってみる必要があると思います。 

≪委員≫ 

 延床面積 3,600 ㎡という計画値について、場所を分けることは可能なのでしょうか。資

料を保管する場所と、サービスを行う場所が分かれていた方が運用しやすいのではないで

しょうか。 

≪事務局≫ 

 図書館の管理運営の面から 1つの場所が望ましいと考えます。 

≪会長≫ 

 図書館は 1 市 1 館では成り立ちません。まず中央館の整備を行い、全域サービスのため

に分館や分室、移動図書館等があってはじめて図書館システムが構築されます。地域資料

や古典籍、古文書は永年保存をするために中央館で保存することが合理的です。本の冊数

について、ただ数が多ければ良いということではなく、どれだけ魅力のあるコレクション

をするかが大切です。また、古い資料だけではなく、本の新鮮度への目配りが必要です。



今回はそのことをふまえて中央館である上野図書館の役割を考えていきましょう。 

≪委員≫ 

 延床面積 3,600 ㎡について、図書室分を差し引いてとありますが、その根拠をご説明く

ださい。文部科学省指標や日本図書館協会指標には、図書室等の数を加味した基準はない

のでしょうか。 

≪事務局≫ 

 算定の基準は人口規模のみとなっています。伊賀市の総合計画やマスタープランにより

人口 90,000人規模として算出しています。本来は図書室の面積を差し引かずに希望を出し

たいところですが、伊賀市の財政状況や県内の他の自治体の図書館と比べても遜色のない

規模として計画値を算定しました。 

≪会長≫ 

 P18 の PFI や指定管理者制度の事例について、直営を書かないで、先進的なサービス＝

PFI・指定管理者という偏った印象を与えないように注意する必要があります。 

≪委員≫ 

 パブリックコメントを考慮して、市民に向けて分かりやすいように、事例は分かりやす

いが、先進的＝良いと捉えられることになるなら、文言を修正してはいかがでしょうか。 

≪委員≫ 

 ４－１としてあり方で、比較検討するなら良いが、あり方として理念や方針と同じに書

かれると PFIや指定管理で考えていますととられかねない。 

≪会長≫ 

 やり方が PFI や指定管理だけではないので、事例としてあげるなら色々とあげる。極端

にならないように挙げてはどうか。 

≪委員≫ 

 学校建築には文部科学省より補助金が出ますが、図書館にはないのでしょうか。また、

図書館建築にあたり制約や条件はないのでしょうか。 

≪事務局≫ 

 図書館への文部科学省からの補助金はありません。複合施設になることで不特定多数が

出入する施設はだめという制限が土地についてはあります。 

≪委員≫ 

 P12 の登録者数の空欄について、斜線で埋めたり、注釈を入れたりする必要があると思

います。 

≪事務局≫ 

 ご指摘の通りに工夫します。 

≪委員≫ 

 ポリシーや理念がまずあるべき、事例が先に出てくるのは理念のインパクトが弱まる。

当初に事例を出すのはどうか。順番を変えてはどうか。P16 からの新図書館の基本方針に



ついて、4-1 に基本理念の表記がありますが、4-1-2 にも基本理念が重ねて表記してあるの

で、混乱する。順番や表現を変更されたらいかがでしょうか。 

≪会長≫ 

 はじめに伊賀市としての理念があり、その後に国の動向を示すという構造で、表題に重

ねて表記されている理念という言葉は、表題のつけ方を工夫しましょう。 

≪委員≫ 

 図書館のあり方を考えるにあたり材料として、事例としてあるのはいいのではないか。

あり方を考えるのに全国的にこういうものがあるという流れで、理念の前に新しい図書館

の事例について表記があっても良いと思います。表題の付け方と内容精査は必要と思う。 

≪会長≫ 

 動向を見て考えるより、われわれにとってこういう図書館が必要なんだという、まず、

伊賀市の理念を明確にしておくことも必要である。 

≪委員） 

まず、伊賀市の基本理念を述べて、わが国の動向はこうだと述べて、最後に、伊賀市の

新図書館のあり方としてまとめてはどうか。 

≪委員） 

 複合施設にすることは、図書館をつくる上で大きなテーマである。管理運営とは別に、

新しい形として色々あるので書いておくのはどうか。 

≪会長≫ 

この動向の中で、管理運営の PFI や指定管理者制度にまで踏み込む必要はありません。

動向とは別である。触れる場合は、様々な運営形態のメリットとデメリット等をバランス

よく記載する必要があります。 

≪委員≫ 

 理念の前には、商業施設等を取り入れた新しい図書館のあり方があり、話題になってい

るという客観的な事実を記すという形はいかがでしょうか。トレンドはトレンドとして、

はじめ書きに書いてはどうか。まくらことばとして。 

≪委員≫ 

 基本が薄まらないような、動向も必要である。 

≪会長≫ 

 そのような構造をふまえて、新しければ何でも良いという誤解を与えないように表現を

工夫していきましょう。動向を踏まえたはじめ書きをして、理念を書いて、まとめる形で

よいのではないか。 

≪委員≫ 

 P23に示されている人口について、外国人の数を反映することは可能でしょうか。 

≪事務局≫ 

 従来の元データでは数値化されておらず、反映は難しいです。 



≪委員≫ 

 基本理念について、これまでの図書館サービスにとらわれない、新しいサービスや創造

ということについて反映されたらいかがでしょうか。 

≪事務局≫ 

 新しいサービスについては、サービス計画の中で記載しています。 

≪会長≫ 

 新しい形が現れるのはサービス計画の中になり、理念というまとめた言葉にはし難い部

分がありますが、以前できなかったことを新た図書館でして行こうということを入れた理

念にしていくことで再度理念を考える必要があります。 

≪事務局≫ 

 （P25からのサービス計画について説明を行い、意見と質問を受ける） 

≪委員≫ 

 P27 の配送サービスについて、移動図書館やサービスポイントにも行けない人たちがい

るので素晴らしいサービスだと思います。また、今の伊賀市図書館のホームページは貧弱

すぎる。図書館のホームページを刷新する計画や、高齢者向けの文字拡大器の設置につい

てはいかがでしょうか。また、様々な国の言葉の資料の収集と外国人への情報のアプロー

チが必要だと思います。本を集めて、管理していればいいという感じを受ける。もっと積

極的なサービスをしていくというものが欲しい。 

≪事務局≫ 

 現在は文字の拡大器の設置はありません。上野図書館では多文化サービスを開始したと

ころです。新しいホームページについては実現に向けて取り組んでいきます。 

≪委員≫ 

 ｐ36 の地域資料の収集について、若者の地元離れを防ぐ意味でも、地域で活動している

企業の紹介をされたらどうでしょうか。また、学習参考書、試験問題集を収集しないこと

について、P43の学習スペースの確保と矛盾していませんでしょうか。 

≪事務局≫ 

 企業情報ついては現在も収集していますが、試験問題集については、資料の特性上、他

の図書の購入費に大きな影響がでるため、購入を見合わせざるをえない状況です。 

≪委員≫ 

 開館時間や開館日について、なるべく長くとれるように、前向きな姿勢を示せると市民

の方たちも喜ぶと思います。意気込みが必要である。目指す方向として開館時間や開館日

を延ばすことが必要である。 

≪事務局≫ 

 アンケート結果では開館時間の延長や休館日の縮小のご要望をいただいています。IC タ

グの導入によって、蔵書点検の休館期間も縮小できると思います。他の自治体と比較をし

ながら、前向きな方針を出せるようにします。 



≪委員≫ 

 図書館は交流の場であるから、閉まっていると交流できない。できるだけ開館時間の延

長や休館日の縮小を計画に入れて欲しい。 

≪委員≫ 

 構成がP25からの図書館計画について、P19の図書館理念とのリンクが弱いと思います。

まず、利用者が何を求めているのかという目線で P34の目的別の項目に P19の①から⑦を

まとめて、次に P30の対象別・年齢別のサービス、最後に図書館からの提案として P25の

サービス項目を記載するという構造はいかがでしょうか。 

≪事務局≫ 

 ご指摘の通り反映します。 

≪委員≫ 

 P27 の全域サービス・団体貸出について、学校だけではなく、保育所・幼稚園を入れた

らいかがでしょうか。P30 児童サービスには入っている。また、社会福祉施設等とは、具

多的にどのようなものでしょうか。 

≪事務局≫ 

 保育所・幼稚園を入れるように検討します。社会福祉施設等とは、学童保育や文庫活動

をしている団体にも適用します。 

≪委員≫ 

 青年会議所で高校生に図書館のアンケートを実施した。1,700ほど集まっています。図書

館についての要望は、飲食や学習のスペースの確保、空間ごとの仕切り、看板やサインの

表示、開館時間の延長等があげられます。集計が完了次第お渡ししますので活用してくだ

さい。 

≪事務局≫ 

（P39からの図書館施設計画についての説明を行い、意見と質問を受ける） 

≪委員≫ 

具体的に施設計画を決めた後、予算との兼ね合いをどのように考えればよろしいでしょ

うか。 

≪会長≫ 

 可能な限り要望するものは認められていくのか。 

≪事務局≫ 

 他の施設の建築計画と重なっており、伊賀市の財政状況も考慮しなければなりません。

ただし、面積等から費用を積み上げていき、本委員会で決定したことを基本として概算要

求を行います。構造的なものとして、改造なのかも影響します。 

≪事務局≫ 

 時間の関係上、資料の精査をし再度お示して、ご意見をいただくようします。 

≪事務局≫ 



（【資料 3】図書館設備候補地 5 箇所、①桃青中学校跡地②上野商業高校跡地③平野敷地④

北庁舎跡地⑤南庁舎改修の説明を行い、意見と質問を受ける） 

≪委員≫ 

 この 5 案の中から選ばなければならないのでしょうか。他の施設の建築計画がある中、

図書館は優先されるのでしょうか。 

≪事務局≫ 

 庁舎の計画が優先されると思われます。候補地については面積が十分に確保できる敷地

をあげました。市民にとって望ましい候補地を複数でもあげていただくようお願いします。 

≪会長≫ 

 庁舎の場所によって 4 案と 5 案がなくなることもある。交付金の可能性は 1 案 4 案 5 案

になる。ベストでなくともベターなものを選ぶ必要がある。4 案は新しいものを建てる。5

案は改修となる。 

≪委員≫ 

 現在の図書館を建て替える可能性はありますでしょうか。 

≪事務局≫ 

 現在の図書館を建て替える場合、一時的に別の場所を確保してサービスを行うことを考

慮しますと今の状況では難しいと思われます。 

≪委員≫ 

 中心市街地エリアに係る交付金とは別に、「知のまち交付金」がある。ただそれは複合施

設になるが検討したか。活用可能な交付金や補助金についての調査をお願いします。 

≪委員≫ 

 候補地の再検討は可能でしょうか。例えば、ふれあいプラザはいかがでしょうか。 

≪事務局≫ 

 ふれあいプラザは、福祉目的の施設で、1階はスーパーに貸しています。2階は仮庁舎と

して 3 階は社会福祉協議会に 4 階は空いています。なお、駐車場は借りています。図書館

面積を確保できないと思われます。 

≪委員≫ 

 駐車場を他の施設と一緒にできないのか。複合は考えないのか。 

≪事務局≫ 

 仮に南庁舎の改修ならば複合もありえる。新しい場所に新しいものになれば複合もある

が、図書館としてどうかを検討してもらう。 

≪会長≫ 

 新しい図書館に様々な機能を持たせる、直ちに複合になるということでなく、今までの

ものに新しいことができる従来型でない図書館を考えていく。単体の図書館としてこれが

基本的な出発であった。 

≪事務局≫ 



市の状況として、公共施設のありかたを考えていく必要がある。図書館をベースにした

複合的なものもひとつの案であり、さら地に新しいもの単体もひとつの案、既存の有効利

用もひとつの案として考えて欲しい。 

≪会長≫ 

 南庁舎なら複合的になるという意見がある。しかし、再利用するについても図書館とし

て単体として使うこともある。 

≪委員≫ 

 単体でなく複合がいいのではないか。 

≪会長≫ 

 複合になるとしても、図書館は図書館のエリアですから、複合ありきで考えなくてよい

のではないか。 

≪委員≫ 

 この委員会としては単体で考えればいい。 

≪委員≫ 

 新しい建物を建設することに対して、市民に納得してもらえますでしょうか。建物は十

分あるなら倒すものは倒し、使えるものは使えばいい。複合でも図書館は図書館で考えれ

ばいい。色々建てるのならまとめればいい。市民の負担に返ってくるから合わせられるの

なら合わせるといい。 

≪委員≫ 

5つの案の中で一番費用がかからないのはどの候補地でしょうか。無駄な費用がかかるの

であれば、かからない方法を考えていく必要があります。①桃青中学校跡地④北庁舎跡地

⑤南庁舎改修に適用される見込みの交付金 50％が与える影響は非常に大きいです。 

消去する根拠がほしい。他の施設と平行して走っている。場所がどこになろうと図書館

としてと云うものを示してはどうか 

≪事務局≫ 

 財政面から考えると既存の施設を活用することが望ましいですが、必ずしもそうとは限

りません。本委員会で相応しい案を複数であっても提示することをしてもらえればと思い

ます。 

≪委員≫ 

 補助金交付金が確かなものか。 

 

≪事務局≫ 

 中活エリアならば整備費の交付金がもらえるところです。 

≪委員≫ 

 ②上野商業高校跡地と③平野敷地について、土地に活断層や浸水リスクがあるのであえ

てこの場所にしようとは考えられません。④北庁舎跡地と⑤南庁舎は、庁舎建築の問題が



あります。残る①桃青中学校跡地について考えた場合、敷地までに急坂があり、交通事故

の危険性や来館するのに困難な方がいると考えられます。バスを走らせたり歩道を整備し

たりするにも新図書館以外のインフラ整備費用がかかります。 

≪会長≫ 

 適地が見出せない以上、責任をもって場所を特定することは難しいと思います。 

≪委員≫ 

適地が見出せない以上、例えば、資金調達が容易なこと、まちの中心にしてください。

交通弱者のために来やすいなど交通アクセスがよいこと、災害リスクが低いことといった

ようにいくつかの条件を提示してはどうか。新築だけでなくリノベーションもあるわけで

す。リノベが成功してたくさん人が来ているところもある。条件を重ねてベターなものを

探し出せるようにしておく。この検討委員会でここと決めても他の計画があるので、市側

で調整ができなくなったら、折角決めてもだめになる。 

≪会長≫ 

 委員会としては、適地としての条件をあげて、可能な限り条件に叶う場所を選んでいた

だきたいとすることでよろしいか。 

≪委員≫ 

 併記では、市の方で条件にあうと勝手にされてしまうのではないか。 

≪会長≫ 

全ての条件が並列ではなく、どの条件に重みをおくのかプライオリティー（優先順位）

をつけて、この条件を尊重してもらうことを前提に意見をまとめていこうと思います。そ

して、次回検討委員会で優先順位をつけましょう。 

 

≪事務局≫ 

（アンケートについて、第二次伊賀市子ども読書活動推進計画策定調査と市内 38ヶ所の市

民センターを通じて調査を行った結果を資料に基づき報告を行う） 

 

≪教育長≫ 

時間が大幅に延長してしまいましたが、遅くまでありがとうございました。庁舎の問題

と平行して進んでいるため制約もあります。色々な条件を考えながら進めて頂きたいと思

います。活発なご意見、ありがとうございました。 

 

（次回の視察について日程の確認） 

12月 15日（日）田原市図書館・桑名市立中央図書館 

午後 5時 40分 閉会 


