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第 1 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 10 月 23 日（水）午後 2 時 30 分から 

２ 開催場所 伊賀市上野図書館 2 階 視聴覚室 

３ 出席された委員 

  貝増恒子、高倉一紀、平野昌、太田彬人、秦裕子、和田京子、中森洋子、石橋広保、 

山口篤子、竹岡英子、山脇良子、小野恵美子 

４ 欠席された委員 

  上出通雄、前川依久雄 

５ 事務局他出席者 

勝本教育委員長、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、児玉生涯学習課長兼中央公民館長、 

福徳青山公民館長 葛原阿山公民館長、中大山田公民館長、 

事業者株式会社図書館総合研究所（野田・加藤） 

 

 

《事務局》 

これより第 1 回伊賀市新図書館建設計画検討委員会を開催いたします。ご多忙のところ

ご出席いただき、ありがとうございます。この検討委員会は、伊賀市審議会等会議の公開

に関する要綱第 3 条に基づき公開といたします。また、第 8 条に基づく会議録作成のため、

録音をさせていただきますのでご了承賜りたいと思います。はじめに、伊賀市新図書館建

設計画検討委員会委員としてお世話になります委員の皆様に、伊賀市教育委員会勝本教育

委員長より辞令を交付させていただきます。 

（勝本教育委員長より各委員へ委嘱状の交付） 

《事務局》 

開会にあたり、勝本教育委員長より挨拶申し上げます。 

《勝本教育委員長》 

 皆様お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございます。本委員会は来年の 2

月までに約 4 回の開催を予定しています。委員の皆様は専門分野に長けた方が多く、男女

の比率も理想的で幅広い年齢層からなり、嬉しく思います。伊賀市は本委員会の他に、庁

舎の建設と松尾芭蕉記念館の建設を検討しています。本来の図書館の役割に関する検討と

共に建設する位置に関する検討も行っていただきます。市民が利用しやすく、足を運びや

すいすばらしい図書館になるようにご尽力ください。 

（事務局より委員の皆様の紹介と事務局･支援事業者の紹介） 

《事務局》 

 事項書 4 の会長・副会長の選出について、資料 NO.1 の委員会設置要綱第 5 条第 1 項に
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委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定めるとあります。委員の皆様

からご提案をお願いします。 

《委員》 

 会長には高倉委員、副会長には上出委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

         【一同、異議なし】 

《事務局》 

 異議なしの声をいただきましたので、会長には高倉委員、副会長には上出委員、どうぞ

よろしくお願いいたします。上出委員は本日欠席ですが、推薦があった場合には承諾いた

だける旨、事前に了解いただいております。それでは、高倉会長よりご挨拶をいただきま

す。 

《会長》 

 皇學館大学の高倉です。とてもタイトなスケジュールですが、どうぞ皆様のご協力のほ

どよろしくお願いいたします。公共図書館は現在大きな岐路に立たされています。その中

で、現状を踏まえ、皆さんに喜んでもらえて伊賀市にフィットした、伊賀市にとってなく

てはならないという図書館をつくり上げていくために、皆様のご意見を聞き、取りまとめ

ていく役割を果たしていきたいと思います。 

《事務局》 

 勝本教育委員長より検討委員会に対しまして、伊賀市新図書館建設計画策定に関して、

調査・審議をいただくために諮問書をお渡しします。 

（勝本教育委員長より高倉会長へ諮問書を交付） 

《事務局》 

 以後の議事進行は要綱第 6 条の規定により会長より進めていただきます。本日の委員は

過半数の出席をいただいておりますので、委員会は成立することを報告いたします。 

《会長》 

 事項書 6 の(1)の検討委員会の設置目的及び今後のスケジュールについて、事務局より説

明をお願いいたします。 

《事務局》 

（【資料 1】伊賀市教育委員会告示第 13 号 伊賀市新図書館建設計画検討委員会設置要綱の

読み上げ説明） 

（【資料 2】P1 伊賀市新図書館建設計画検討に至る経緯 P2 基本計画策定に向けて／現況

と課題 P3 策定方針案の読み上げ説明） 

（【資料 3】伊賀市新図書館建設計画検討に係るスケジュールの読み上げ説明） 

《会長》 

 委員の皆様からご質問等は、ございますでしょうか。 

《委員》 

 【資料 2】P3 策定方針③の少子化対策となる図書館とありますが、具体的な説明をいた
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だけますでしょうか。 

《事務局》 

 伊賀市の人口は減少しています。伊賀市に住んでいて良かったと思われ、若い人たちの

転入につながるような、伊賀市の課題である少子化対策として役立つ図書館を考えていま

す。 

《委員》 

 【資料 3】スケジュールにつきまして、検討委員会第 3 回に予定されている施設の場所に

ついては大きな関心事項だと思われますが、事前に資料や質問ができるような形をとって

いただきたく思います。 

《事務局》 

 事前に提示できるようにいたします。 

《会長》 

 策定方針、図書館サービス計画・図書館施設計画・図書館運営計画につきましては、委

員会で検討してく上で一番の基本的な枠組みとなるので、時間をかけて色々な意見を伺い

たいと思います。 

《委員》 

 【資料 2】P1 検討に至る経緯等の中で、基本構想をまとめた上で基本計画を策定すると

ありますが、P3 の策定方針の 3 つの計画、サービス計画・施設計画・運営計画は基本計画

の中に位置づけられると考えてよいでしょうか。基本構想と基本計画は 1 冊にまとめる形

でしょうか。 

《事務局》 

 基本構想と基本計画は 1 冊にまとめます。計画については、図書館のあらゆることにつ

いての検討いただきたく思います。計画案は事務局にて作成して提示いたします。 

《委員》 

 委員会の進め方について、次の委員会開催までに事前に資料、計画案をいただくことは

可能でしょうか。資料の準備は大変だと思いますが、次回委員会開催時に有効な意見が出

せると思います。 

《会長》 

 次回の委員会で承認が必要な資料を事前にいただけるような形で進めていきたいと思い

ます。 

《委員》 

 【資料 3】スケジュールの委員会第 3 回のアンケート調査結果とありますが、状況の説明

をいただけますでしょうか。 

《事務局》 

 第二次伊賀市子ども読書活動推進計画を策定時に、小・中・高校生及びその保護者に図

書館・図書室に関するアンケート調査を行いました。高齢者のご意見として 38 の市民セン
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ターにて 60 代から 80 代の方々にアンケート調査の協力をいただきました。また、図書館

の利用者へのアンケートを予定しています。 

《委員》 

 順次アンケート結果を提示していただければ今後の参考になると思います。 

《事務局》 

 分析が出来次第、提示いたします。 

《委員》 

 県立図書館でもアンケート調査を行うことがありますが、インターネット環境にてアク

セスする人が増加しています。可能ならばアンケートは紙ベースだけではなく、ホームペ

ージや電子メール等を活用してはどうですか。図書館の利用者は人口の 1 割から 2 割とい

われています。図書館の間口を広げることが課題です。これからは次の世代、デジタル世

代の意見が大切になる。デジタル世代へのアプローチが必要だと思います。 

《会長》 

 従来型の図書館では利用者を拡大していくことは難しいです。例えば、中高生の利用が

少ない傾向がありますが、中高生の心をつかむには何をするべきか、利用者の拡大に向け

てどうしたら魅力のある図書館にしていけるのか、この機会にこれまでの図書館のイメー

ジにとらわれずに柔軟に考えていく必要があります。新しい利用者に何ができるか、でき

ないか、新しい図書館が成功するかどうかになる。時間があれば図書館の視察を行いたい

と思います。近くにも居心地の良い空気が流れる図書館があります。ただ本を借りたり、

個の学習のためだけではなく、多くの人が集まり、例えば伊賀市のこれからをどうしてい

こうかということを図書館の資料を使ってみんなで考えていくというような、知的なコミ

ュニケーション空間として機能している図書館を念頭に入れて考えていただきたいと思い

ます。図書館はどうしても静かに黙々と本を読むイメージであるが、新しい図書館は違う

ということを念頭に入れて考えてもらいたい。 

《委員》 

 日本の最先端と言われる図書館の情報が伺いたいです。伊賀市の高校生議会にて、図書

館に関するアンケートもあります。11 月 17 日にくらいに集計結果が出ると思いますので、 

参考にしてください。 

《事務局》 

 ぜひとも参考にさせていただきます。 

《会長》 

 図書館の視察の件ですが、皆様ご都合つけていただくことは可能でしょうか。 

《委員》 

 全 4 回の委員会の内の 1 日を視察に当てるのは難しいと思います。時間がない場合は、

インターネットやスライドショーのような形でもよいと思います。別の日程であれば可能

かもしれません。 
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《会長》 

 検討委員会とは別の日程で考えています。あまり遠いところではなく、なるべく多くの

人が参加して体験してほしいと思います。  

《委員》 

 図書館単体と複合施設を視察できたらよいと思います。 

《会長》 

 時間的な制約により 1 つだけになるかもしれませんが、考慮いたします。 

《委員》 

 複数館を視察する場合は、県内でもすばらしい図書館があると思いますので、県内でも

検討していただきたいです。 

《会長》 

 県内でもすばらしい図書館があります。図書館がコンセプトをしっかりしてもっていて、

しかも従来型にプラスして新しい取り組みをしている図書館をみていただき、伊賀市の新

しい図書館に向けてイメージできる一つの材料となるような、私たちがいつでも行ける県

内の図書館よりも、遠すぎず、そこで館長の話も聴けるような図書館を候補としたいと思

います。 

《委員》 

 学校との連携について、現状維持なのか強化していくのか、サービス計画にどのように

反映していくのでしょうか。 

《会長》 

 現在の公共図書館では学校との連携は非常に大事ことですので、しっかりと議論をして

いきたいと思います。 

《委員》 

 アンケートについて、幼稚園児や乳幼児の保護者の意見はどのようにお考えでしょうか。

乳幼児の保護者とって図書館は行きづらいと感じている人もいます。 

《事務局》 

 10 月 26 日に行われる読み聞かせイベントも含めて、これから行う図書館利用者へのアン

ケートに集約させていただきたいと思います。 

《会長》 

 乳幼児の保護者の方たちの声を汲み上げることはとても大事なことです。ぜひ周囲の方

たちのご意見もこの検討委員会で提案してください。 

《委員》 

 パブリックコメント以降、その意見を考慮して計画を策定するという流れでよろしかっ

たでしょうか。 

《事務局》 

 その通りです。 
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《委員》 

 【資料 2】P3 の策定方針案の「伊賀の歴史と文化は、市民の誇り」という文言について、

例えば、誇りを守るというような形で変更してはどうでしょうか。また、基本理念につい

て、情報の拠点というイメージが薄い気がします。 

《会長》 

 すぐに代替案がなくても事務局にて意見の反映を検討していただきますので、もう少し

細かい目配りがあってもよいかも知れません。最終的な取りまとめに向けて基本方針や基

本理念がもっとも基本的なことになりますので、次回までにお考えいただくようお願いい

たします。 

《委員》 

 基本的なこととは、基本理念を考えるということでよろしいでしょうか。 

《会長》 

 この基本理念でよいのか、もしくは手を加えたりする必要もあると思います。公共図書

館のベーシックな役割とは、住民自治の拠点的な施設になるということだと思います。自

由に本や情報を収集することができ、例えば対立する意見等を自身で吸収して、伊賀市の

明日のまちづくりに主体的に参加するための場であることも考慮する必要があります。図

書館は市民の知る自由を保障するところです。利用者の秘密を守る。外へはやさしさを出

し、一方強さを持っていなくてはなりません。穏やかでやさしいイメージのある図書館で

すが、一方で様々な圧力と戦ってきた強さを忘れてはいけません。皆様の意見を組み合わ

せて、基本理念を構築していきます。 

《委員》 

 図書館に学生が少なくなった。図書館に来なくてもインターネットで調べられる。策定

方針について、無料で使用できるインターネット用のパソコンの設置や Wi-Fi 環境のスペ

ースの確保を検討していただき、インターネットの普及が進んでいる今の時代のイメージ

を反映してほしいと思います。インターネットだけでは調べきれないものを図書館の資料

を使って調べるという環境を整えることで、集客につながると思います。 

時代を鑑みている図書館をつくっていく。来てもらうツールとしてインターネット環境は

必要です。 

《会長》 

 コンテンツの貸出し等も含めて、そのような方向性を示していくことは大切なことです。

無線環境の構築等のハイブリッドライブラリーという方向になると思いますが、さらに新

しい提案があるとおもしろいと思います。 

《委員》 

 伊賀市には約 5％の外国人の方がいらっしゃいます。多文化サービスという視点を含めた

ヤングアダルト層等、図書館に来ていない人たちの潜在的なニーズに応える必要があると

思います。 
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《会長》 

 大切な視点だと思いますのでサービス計画に入れていきましょう。 

《委員》 

 学校図書館とは別の魅力を含めて、高校生等の若い人たちへのアピールに力を入れてい

ただきたいと思います。学習スペースがあると図書館に行きやすくなり、図書館で何かを

しようという行動を促すことができると思います。 

《会長》 

 図書館は自習室なのか資料提供なのかということはうまく折り合いをつけて考えていく

必要があります。図書館は、資料・情報の提供の場であり、主体的な学習の場であり、ゼ

ロ歳から利用できる場です。例えば自習室の入口を分ける等、全世代の人たちを呼び込め

るような工夫を考えていきましょう。 

《委員》 

 管理や運営について、業務委託、指定管理者制度、PFI といった様々な手法がありますが、

運営形態についても計画に記載、提言するということでしょうか。 

《事務局》 

 検討と提言をお願いしたいと思います。 

《会長》 

 高度な知識が必要とされ、簡単に結論を出すことは難しいと思いますが、基本計画に大

きく関わることもあります。検討委員会で管理・運営について結論が出せないにしても、

この委員会で議論していくことは大切なことだと思います。 

《委員》 

 運営の各手法にはメリット・デメリットがあり、また、庁舎や芭蕉記念館との複合的な

要素が出てきた場合も管理運営の形態に影響が出ますので、慎重に議論して決め付けない

で、姿勢としての提言にとどめておいてもよいと思います。 

《委員》 

 庁舎と芭蕉に絡んでいくつかのパターンで検討するのか、ひとつに絞るのでしょうか。 

《会長》 

 決められるものはこの委員会で結論を出していくが、他の施設に関して検討委員会が立

ち上がっている中で、容易に結論は見いだせないものもある。その場合、先に連携のこと

を調べなくてはならないことになる。耕しておくことが必要になる。この委員会では、ま

ず出発点として新しい図書館についての議論ということを念頭におき進めます。その中で

他施設との連携を考えていくことができればよいが難しいと思います。図書館の中で無料

と有料があったり、図書館とは言わず大きな枠で連携しているなど今は色々とあるが、ま

ずは図書館のことだけを考えましょう。【資料 2】P3 の策定方針案の⑥行政政策（ひとづく

り・まちづくり）を支える図書館という表現について、もう少しわかりやすい表現に工夫

してほしいと思います。 
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《委員》 

 高齢者サービスについて、インターネット機器類に弱い方たちもいらっしゃいます。策

定方針案の基本理念に憩いの空間とありますが、ゆっくりと過ごしてもらえるように、例

えば喫茶店のような飲食のサービスについては可能なのでしょうか。今まで図書館を敬遠

していた人たちも行ってみようという気になり、読書が広がれば文化意識も高まると思い

ます。 

《会長》 

 これまでの図書館は飲食禁止が大前提でしたが、そうでない図書館も出てきています。

豊かな読書の時間にコーヒーなどお茶の脇役は大切だと思います。心のオアシスが図書館

です。情報化社会に対応したサービスと、一方で市民の憩いの場として発想の転換でどの

ような演出が必要なのかも重要です。 

《委員》 

 かつては小さい子どもを図書館へ連れて行きづらいということがありました。誰にも遠

慮せずに憩える場、出会いやふれあいの場がひとづくり・まちづくりにつながると思いま

す。 

《会長》 

 児童サービスのストーリーテリングやおはなし会で、地元に伝わる民話や方言を高齢者

の方から児童や若者にお話してもらうような、高齢者と児童を融合したサービスの例もあ

りますので、反映してもらいたいです。 

《委員》 

 全国のすばらしいサービスを展開している図書館を示してほしい。日本の図書館の基礎

となっている他民族国家であるアメリカの事例等を教えていただき、新しいサービスやア

イディアの参考にしていきたいと思います。 

《会長》 

事務局を通じて案内させていただき、多くの意見をいただけるような委員会にしていき

たいと思います。次に【資料 4】アンケート調査実施要領とアンケート案について説明をお

願いいたします。 

《事務局》 

（【資料 4】アンケート調査実施要領とアンケート案についての読み上げ説明） 

《委員》 

 アンケート案の質問 3 について、開館時間の延長についての質問を追加されてはどうで

しょうか。 

《委員》 

 質問 3 の 2 のレファレンス、相談サービスについて、どこまでの範囲の相談なのか、ま

た、質問 4 の人口重心地といった表現等をもう少しわかりやすい表現にされた方がよいと

思います。 
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《委員》 

 質問 4 の静かな読書環境の創出について、静かな読書環境も大切だと思いますが、図書

館では静かにしなければならないという固定されたイメージをもたれてしまうのではない

でしょうか。 

《会長》 

 もうひとつコミュニケーションや交流といった内容の項目を増やしてはどうでしょうか。 

《委員》 

 先ほどの開館時間に関係して、休館日についても何曜日がいいかを項目に追加してはい

かがでしょうか。 

《委員》 

 開館時間についての質問は、具体的な時間についての質問をされますでしょうか。 

《会長》 

 具体的な時間よりも、開館時間の延長についてという聞き方になると思います。アンケ

ートについては、以上の意見を反映していただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

（次回の委員会等の日程についての調整） 

視察候補地・日にち 11 月 17 日（日）田原市（予定） 

第 2 回検討委員会  11 月 20 日（水）午後 2 時 30 分から 場所：ハイトピア（予定） 

第 3 回検討委員会  12 月 20 日（金）午後 2 時 30 分から 

いずれも委員会は 2 時間程度を予定。正確な時間と場所は改めて事務局より連絡。 

 

《会長》 

これからも活発な意見を期待しています。本日はどうもありがとうございました。 

《野口教育長》 

 ぜひ皆様の知恵を結集していただきたいと思います。長時間にわたりどうもありがとう

ございました。 

 

 

 

午後 4 時 50 分閉会 


