
平成２７年度第 2回伊賀市図書館協議会会議録 

 

日 時：平成 2８年 2月２９日（月）10:00～12:０３ 

 

場 所：上野図書館 2階 視聴覚室 

 

出席委員：１０人 

高倉会長、清水副会長、水口委員、松田委員、石橋委員、山口委員 

和田委員、稲ヶ部委員、吉井委員、常喜委員 

欠席委員：なし  

 

事務局 ：野口教育長 伊室教育次長    

中原いがまち分館長、服部阿山分館長、若出大山田分館長、 

居附青山分館長、立山上野図書館長、森主査、岡本司書 

 

内 容 

１．高倉会長 あいさつ 

 

２．協議事項 

会 長＞（１）平成２７年度図書館事業の現況について資料を説明してくださ

い。 

 

・・・【事務局より資料１、２、３、４、により説明】・・・ 

      

委 員＞Ｐ１３、資料３の企画展示の中で、上野高校おすすめ本紹介カードポ

スター展示とあるが、どういったきっかけで上野高校から提供しても

らえるようになったのですか。      

 

事務局＞上野高校の学校司書さんが、子ども読書推進検討委員をしていただい

ていることや県立図書館との相互貸借で日頃から図書館へ来てくれて

いることから、中高生への読書推進の相談をしていたところ、高校の

学校図書館で実施している紹介カードのことをお聞きしました。そし

て、連携として高校生の図書紹介カードを提供してもらえるようにな 

    りました。 

 

委 員＞初めての取り組みですか。反応はどうでしたか。 



事務局＞初めてです。アンケートは取っていません。カードを貼り付けたもの 

の展示は、中高生の利用の多い 2 階の学習室へ行く階段へ展示をした

ので見てもらえていると思っています。また、カードを冊子にしたも

のを提供してもらってティーンズコーナーへ設置しています。参考に

していただけていると考えています。 

 

会 長＞高校等と連携しながら色々な取り組みをやってほしいと思います。 

 

委 員＞Ｐ５、資料３ 読み聞かせ会の中で５回実施している出張ブックトー 

クの学校はどこですか。 

 

事務局＞長田小学校と成和東小学校です。 

 

会 長＞これは、依頼があったのですか。学校や子どもたちの反応はどうでし

たか。 

 

事務局＞こちらから押しかけました。学校の先生からはすごくよかったと言っ 

てもらっています。待っているだけでなく飛び出していく図書館を目

指しています。 

     

会 長＞通常業務をしながらになるため大変ですが、スキルアップをしながら 

こうした活動は積極的に展開してほしいです。継続をお願いしたいと 

思います。 

 

委 員＞来てもらった学校（長田小学校）として報告します。子どもたちの反 

応はすごくよかったです。集中して聴いている姿がありました。本校

で取り組んでいる全校集会「長田小学校版ビブリオバトル」を図書館

の人に見学してもらったりして、コラボ・連携ができると思いました。 

 

会 長＞質問等他にないようですから 

（２）平成２８年度図書館事業について資料の説明をしてください。 

 

・・・【事務局より資料５により説明】・・・ 

 

会 長＞ここのところ、図書館を外から見ていても図書館は動いているなとい 

う気持ちになります。かつての上野図書館は、県内の図書館の中でも



まだまだ発展途上にあったが、今、様々なところから払拭するような

動きがあるように資料からも見られるという感想を持っています。 

     努力目標は、図書館の中で意見交換をして出来上がったのですか。 

 

事務局＞教育委員会は、各部署が毎年度それぞれ努力目標を決めて取り組んで 

います。今年度は、教育大綱に沿ったところの見直しを行い、平成 28

年度の努力目標としました。 

 

委 員＞ナイトライブラリーでカフェが好評だったというなら、１回だけでな 

く回数を増やしてほしいと思います。 

開館時間について、時間延長を考えてもらえないですか。新図書館に

なってからという考え方もあるが、少しでも、日を限定してでも開館

時間の延長の努力をしてほしいと思います。 

 

事務局＞教育委員会定例会の規則改正や議会の予算審議を経てからになります 

が、その方向で検討しています。 

 

委 員＞新図書館でやるならば、今の段階からやってみて良い面悪い面を把握 

することも必要だから、時間延長を強くお願いしておきます。 

 

会 長＞考えているとのことですし、試行としてやってみることはいいことな 

のでお願いしておきます。 

 

委 員＞ボランティアで託児をしているので、学校や保育所へ出かけて読み聞

かせをする際に感じることですが、子どもたちに読み聞かせがだいぶ

浸透してきているなあということです。 

 

会 長＞「子どもの読書活動の推進に関する法律」の成立以来、各自治体も「子

ども読書活動推進計画」を策定し、全国的に良い結果が出てきている

ようです。学校図書館との連携も積極的に進めてほしいと思います。 

   

委 員＞Ｐ１９、資料５－１図書館・図書室の努力目標の利用者サービスの充 

実で、だれもが利用しやすい図書館サービスとあるが、障がい者や外 

出の不可能な高齢者や外国人でも利用しているのですか。利用できる 

ことの周知徹底が難しいと思いますが、どのような取り組みを考えて 

いるのですか。 



 

事務局＞赤ちゃんも図書館が利用できることを周知するため、他の利用者に協 

        力を求めるアナウンスをして、赤ちゃんが泣いてもいいように音楽を 

流す「赤ちゃんタイム」をやっています。その中で、赤ちゃんに良い 

本の紹介をしたり読み聞かせをするなどの「おひざでだっこのおはな 

し会」をしています。 

    障がい者差別解消法が４月から施行されるので、郵送サービスを検討 

        しています。すでに郵送サービスを実施している名張市図書館や県立 

図書館へ方法等を教えて貰いに行ってきました。遅れていましたが、 

図書館に来ることができない障がい者を対象に郵送サービスを行いた 

いので準備しています。 

また、ロタリークラブから寄贈いただいた外国語絵本を活用した多言

語読み聞かせ会を夏休み期間中に実施しています。また、学校英語教

諭のＡＬＴの協力のもと英語での読み聞かせを実施しています。これ

らは継続していきたいと考えています。 

           

会 長＞（３）図書館の管理運営について資料の説明をしてください。 

 

・・・【事務局より資料６により説明】・・・ 

関連性があるため、『伊賀市の賑わい創出グランドデザイン（案）概要版』

を説明。 

 

会 長＞わたしも伊賀市の賑わい創出検討協議会の委員として出席しています。

このグランドデザインの中間案では、図書館が中心となる複合施設と

いうコンセンサスは、ほぼできあがったかと思います。 

議会との関係では、図書館がどうなるかはなお行き先不透明ですが、

いずれにせよ図書館の管理運営については、責任をもってこの図書館

協議会が見解を示すように「新図書館基本計画」において要請されて

います。具体的なタイムリミットがあるわけではありませんが、委員

の任期の問題もありますので、現在の図書館協議会委員で態度を明確

にしておきたいと思います。 

資料等に関する質問や、分からないことは、事務局に遠慮無くどんど

ん質問して下さい。 

 

 

委 員＞現在の上野図書館では業務の一部を委託されているというが、具体的



にどんな仕事を文都に委託しているのですか。 

 

事務局＞市の職員は 2人だけです。窓口業務から選書に至るまで全て 15人の

文都職員にお願いしている状況です。図書館法にある図書館奉仕すべ

てです。 

 

会 長＞一部とはいっても図書館の業務全体に占める業務委託部分の比率や形

態は様々です。100％純粋な直営なのか、業務委託を含む場合はどの

様な業務を、どの程度任せるのかということも考えておく必要もある

のでしょう。 

指定管理の場合ですと、指定管理者の館長というケースもよくありま

す。指定管理は、自治体と業者間におけるサービスの売買契約となり、

3 年から 5 年程度の契約が多いようです。サービス内容は仕様書をも

とに契約が交わされるため、自治体側も業者側も後からサービス内容

の変更や追加を要求することは困難です。その意味では、状況の変化

に即応するというような融通はききにくいところがあるのでしょう。

その反面、優れた業者なら先端的な図書館サービスを、地方の比較的

小規模な図書館にも取り入れ、積極的に展開してくれるという可能性

もあります。 

 

委 員＞Ｐ２５、資料６－２運営委託の形態と裁量範囲です。６つの裁量範囲

として形態が示されていますが、それぞれのメリットやデメリットが

分るものを一覧の表にしてほしいと思います。 

 

事務局＞メリットとデメリットは裏表になります。モニタリングをして、指定 

        管理者制度を改善していくことになります。直営であれば、市の職員 

が議会等に出席して図書館の方針等を示せますが、業者では、議会な 

どの会議に出席ができないことになります。 

図書館にとって司書は大変大事で、図書館が司書を育てていかなけれ

ばならないのです。それぞれの図書館にとって必要な資料は違ってい

て、必要な資料を選択し、その中からどの資料を残していくかの判断

は重要になってくるのですが、それをするのが司書です。図書館司書

が育つとはそういうことですが、せっかく育った司書が、指定管理者

制度では、期間が限定されていて、3年 5 年で辞めていくことになり

ます。だから、図書館に指定管理者制度が適さないというのが、図書

館協会の見解です。 



三重県の中でも伊勢市、松阪市、明和町だけが指定管理者制度での運

営です。桑名市は、ＰＦＩで図書館を建設しましたが、運営は、指定

管理 でなく、市の職員が図書館に入っていて業務を委託しています。 

     図書館については、指定管理者制度がなかなか進まないのが実態です。 

     今、話題になっている武雄市の場合ならば、365日開館で夜 9時まで 

     開いていますが、そういうことは直営ではできにくいと思います。 

 

会 長＞見方によってはデメリットであったり、メリットであったりします。 

一項目ずつ機械的にメリット・デメリットをカウントすると大事なも 

のを見落としかねません。その場その場で出てきたことを一つ一つ議 

論していただきたいと思います。 

しかし、骨組みだけはしっかりと議論して、理解をした上で結論をだ 

さなければいけませんので、質問はどんどん事務局へしてもらって、

説明を受けて理解したうえで検討する方法でなければ決められないの

ではないでしょうか。 

 

委 員＞市民が一番考えるのは財政面だと思います。安い方に流される風潮が

あります。安ければいいんだということではないんだというが分るよ

うなものがほしいです。確かにお金がかからなくて高水準なサービス

ができることが一番いいが、それは難しいと思います。武雄市もここ

に来て問題が起こってきています。安ければそれだけ危険も伴うとい

うことを説明していかなければならない。私の周りでは、お金をかけ

ないでやったらいいのではないかという話が聞こえてきます。しかし、

図書館は大事な資料を扱っているので、安いだけでいかないと思いま

す。市民の風潮はお金をかけないにあるため、それを払拭する何か説

明することがほしいです。 

 

会 長＞日本では、図書館経費の節減が目的で、指定管理者制度を導入するケ

ースが少なくありません。図書館予算が少なく、図書館理解の貧弱な

自治体から指定管理が採用されて行く傾向は確かにありました。先ず、

指定管理料ありきで、これを低額におさえたうえで、その範囲内のサ

ービスを指定管理者に求めるため、サービスの質は二の次となります。 

    しかしここでは、今創ろうとしている新しい図書館には、何が求めら

れているのか、どのような機能が期待されているのか、ということを

前提として、財政上の負担の問題と折り合いをつけていくことになる

のでしょう。もっとも、私たちには伊賀市の立ち入った財政状況は分



かりかねます。図書館協議会という性質上、「新図書館基本計画」の目

指すものを実現するためには、どのような運営が最もふさわしいかを

重視して、ご意見を収斂していきたいと思います。 

    さて、指定管理の場合は、契約期間が 3年ないし 5年というケースが

多いようです。先ず自治体が仕様書を作成して大枠を決定し、プロポ

ーザルの場合、業者はその枠内でのサービス内容を提案します。提案

書やプレゼン等により、業者選定委員会がポイント制で採用業者を選

び、最終的には議会の承認を経て担当業者が決定されるということに

なります。 

    武雄市の場合は、かなりお金をかけています。経費の削減よりも、新

たな図書館機能の発現に期待をしたのでしょう。マスコミにも騒がれ、

華々しい新図書館の門出となりました。しかし、わずか 2 年少しでメ

ッキが剥がれるかのような問題もあれこれ浮かび上がってきています。

私たちは、この光と影の部分を見据えておきたい。指定管理の

TSUTAYA 図書館がらみでは、海老名市・小松市・松阪市など様々な

動きがあります。 

    図書館への指定管理導入にあたっての大きな問題として、「図書館法」

第 17 条の公立図書館の無料原則があります。これは近代公共図書館

成立の上で、歴史的にも極めて重要な原則ですが、指定管理という方

法と不協和音を発生させる原因になります。つまり、指定管理者であ

る民間業者がそのノウハウを活かして飛躍的に利用者を増加させたと

しても、対価を徴収できない図書館では、その努力は利潤として報わ

れることはありません。逆に、利用者が増加しても従来のサービスを

低下させないようにするには、力のある職員を増やさなければ対応し

きれないことにもなりかねません。しかし、自治体からの指定管理料

は契約当初のままで、途中変更はありえません。公立図書館という組

織では、市場原理が有効に機能せず、従って民間ノウハウの活用にも

限界があります。 

 

委 員＞イメージをするのに、Ｐ２５、資料６－２運営委託の形態と裁量範囲 

で、たとえば上野図書館は①から⑥のどれになるのですか。図書室は 

どうですか。武雄市図書館の場合はどうですか。 

 

事務局＞上野図書館・各図書室は③になります。青山図書室は①になります。 

武雄市図書館は⑥になります。 

 



会 長＞直営の中の業務委託と指定管理者制度とでは本質的に違います。指定

管理では、裁量権が指定管理者の業者に大きくあることになります。

全て契約に基づくものになるため、契約に無いことを市側から口を出

すことは法的にできないことになります。 

    議論の前提として、分らないところは質問してほしい。 

 

委 員＞市民の方は、図書館に何を求めているのかをつかむ必要があると思い 

ます。たくさんの高校生がハイトピアで学習をしていますが、ああい 

う場所が図書館にできたらいいのにと思います。気軽に利用できる場 

所が図書館にほしいです。それには、まずは、高校生、若いお母さん 

方、高齢者、市民はどういうことを図書館に求めているのかを知りた 

いと思います。 

 

事務局＞アンケートを取っています。基本計画の検討段階でとったものは、答 

申の資料編としてつけてあるので見てください。（前回配布） 

「あったらいいなこんな図書館」というアンケートをしました。 

夢や希望を 10代の子どもが多く書いてくれたので、現在展示してい 

ます。（まとめた物を配布） 

利用者の声をまとめますと、時間延長、駐車場の確保、閲覧・学習室 

のスペースの拡充が最も多い意見です。 

 

委 員＞財政的に直営と指定管理とどのぐらいの差があるのですか。 

 

会 長＞指定管理は契約次第で、原則的には管理料を極端に切り詰めることも

可能です。ただ、それでクオリティーの高い業者の良質なサービスを

得られるかが問題です。もっとも直営であったとしても同じ事はいえ

ます。資料費をどんどん削り、正規職員としての司書も置かずという

ことであっては、その図書館の行く末は見えているようなものでしょ

う。直営・指定管理・PFIと図書館運営には様々なスタイルがあっても、

原点は図書館に何を求めるのか。そして、その図書館に最もふさわし

運営方法は何かを考えることが出発点となるはずです。 

    また、直営の場合でも、何人正規職員としての司書を置くか、一部業

務委託を導入するか、しないかなどによって、ランニングコストは大

きく変ってきます。そのあたりの目配りも必要でしょう。 

 

事務局＞武雄市の場合は、直営の時より多くのお金を指定管理で支払っていま



すが、それは、365日午後 9時間まで開館しているのだからお金が高

くなっても仕方がないと思います。スターバックスが図書館に入って

いるがそこで出た利益は、市に入らずスターバックスの本社へとお金

は流れます。 

また、図書館業務のひとつに選書があるが、これを司書資格を持った

市の職員でするのか、あるいは業務委託の中に入れるかで委託料も変

わってきます。 

 

会 長＞いい図書館にしようと思って指定管理をするならば、直営よりはるか

にお金がかかります。安くしようと思えばずっと安くすることもでき

るというものです。 

     

委 員＞図書館サービスの質がいいのかどうかの判断の材料は、入館者数や貸

出冊数でしか計れないのですか。 

 

会 長＞サービス指標が 7つほどあります。今、さらに新しい視点からの評価 

が出てきています。 

地域に賑わいをつくるとか居心地の良さとか居場所とか図書館の側面 

を評価の対象にするという動きがでてきています。 

 

事務局＞26年度の図書館要覧 P18に図書館の指数がでています。 

本日の資料 P20P２１、資料５－２図書館・図書室目標値では、教育

委員会の事務事業について評価委員からの意見を載せています。この

ように評価していただいています。 

 

委 員＞人件費にたくさんの費用がかかるというが、人数が多ければいいサー

ビスができるとは限らないと思います。少数精鋭で頑張っている図書

館を紹介してほしいです。 

 

事務局＞滋賀県の東近江市では、直営で運営していて、週のうち 2日は休館し

ていますが、司書が色々な工夫や催しをしていて、利用者が大変多い

という状況を視察して目の当たりにしてきました。滋賀県は図書館界

の先進県です。 

 

会 長＞滋賀県の司書の採用試験の競争率は、30倍を優に超え、50倍になる

こともあると聞いています。実は三重県司書職の採用状況も同じよう



なものです。司書を目指す多くの人々の中から、採用試験でその資質

を見抜いて選び、選んだ後は育てるというシステムの確立（司書職制

度）、少数精鋭の図書館にはそんな職員体制が必要でしょう。司書職の

専門性をしっかりと認識し、しかるべき処遇をする。そうすると実務

経験と専門知識が、5年・10年・15年とその図書館に積み上げられ

て行きます。施設の経年劣化はあっても、サービスは時とともに磨き

上げられて、より良質で、高度なものへと進展することになるのでし

ょう。滋賀県は、そのような図書館先進地域の１つです。 

しかし、処遇があまりにもひどい官製ワーキングプアのようなことに

なると、人は定着せず、司書も図書館も育たないということになりま

す。 

 

委 員＞阿山地区でボランティア活動をしているが、部屋を借りて読み聞かせ

をする時も委託先職員と市職員が管理面で旨く行っていないと利用者

として、居心地が良くないという違和感があります。 

 

会 長＞「新しいみえの文化振興方針」が一昨年策定されましたが、その過程

で県立図書館への指定管理制度導入も検討されていました。でも、県

立図書館は今も直営のままで変っていません。 

 

会 長＞私などが受験生や大学生だった頃ですから随分古い話ですが、図書館

は生徒・学生の勉強部屋であった時代がありました。勉強部屋なら、

図書館の蔵書はなくても良いことになります。彼らは自分の参考書や

問題集を持ち込みますから。また、司書も必要ありません。 

しかし、１９７０年代になって図書館は市民の「知る自由」を保障し、

自立を促すところだとして、日本の図書館界を変えていったのが前川

恒雄さんでした。新図書館の運営について検討する私たちですが、図

書館とは何かという、その本質について書かれた前川さんの著書『わ

れらの図書館』の一読を是非お勧めしたいと思います。確かにここに

書かれている図書館と、現在の図書館とはもう随分と違うわけですが、

変わらないもの、変えてはならないものを読み取って頂ければと思い

ます。 

委員の皆様お一人お一人のご意見もうかがえましたので、今日はこの

あたりまでとして、次回はさらに議論を深めて、結論への道筋が見え

てくれば幸です。 

 



事務局＞その他で３つ案内とお願いをします。 

①各委員さんに分館図書室に足を運んでいただき実態を見ていただき 

たい。②図書館の書庫の飽和状態を見ていただきたい。開架は 3、4 

割で本の大半が書庫であるため、直接利用者の方に見てもらえない状 

況を確認いただきたい。③「統集懐録と伊賀の暮らし」の企画展示を 

見て帰ってください。 

 

教育長 閉会あいさつ 

 

 

午後０時３分 終了 


