閲覧用
図書館利用者懇談会
平成２８年１月１７日（日）午前１０時から

集会室にて

出席者： 館長、副主幹、主査５名
１．開

会

これより所沢市立所沢図書館利用者懇談会を開催いたします。
２．開催挨拶 （館長）
本日は、平成 27 年度利用者懇談会にお越しくださいましてありがとうございます。
近年の著しい少子高齢化社会の進展や高度情報化社会の発展など、私たちの暮らしを取り
巻く環境は大きく変化してきております。市民の皆様から図書館に対する要望や期待される
ものも移り変わりをしてきていると認識しております。昨年あたりから他市の指定管理の状
況を見ると住民投票の件や選書について報道等があり、多くの方々が図書館に関心があると
認識しております。当市では「暮らしのなかに図書館を…」をモットーに、すべての市民に
親しまれ、役立つ図書館を目指して事業を進めております。また、第 2 次所沢市子どもの読
書活動推進計画に基づき子どもの読書活動をさらに推進するために、関係機関と連携を取り
ながら取り組んでいるところでございます。本日は貴重なお時間をいただいておりますので、
皆様のご意見等、いろいろなお話を伺えればありがたいと思います。
３．職員紹介 （省略）
職員紹介後、懇談に入る前に、所沢図書館の現状について配布資料（「平成 27 年度所沢の
教育」の図書館部分抜粋）に沿って説明を行った。
４．懇
利用者

談
新所沢分館を利用しておりますが、他機関との連携について伺いたい。新所沢分
館ではみどり児童館や老人福祉施設などと連携しているが、他の分館の実施状況、
及び本館の実施状況はどうか。

児童担当

分館においては、公民館併設館では公民館と共催して事業を実施したり、公民
館の子育てサロン事業の中で図書館の親子おはなし会を開催するなど直営の頃
から連携を図っていました。その他の機関につきましては、出前講座の形式をと
って、
幼稚園の父兄や小学校の読み聞かせボランティアなどに絵本の読み聞かせ
講座などを実施していました。直営の時は、分館の職員数が大変少なかったため、
積極的に図書館の外へは出られなかった状況があります。平成 24 年度から指定
管理者運営になり、分館の職員数も増えたため、直営時より外部機関との連携が
増え、このことに関しては指定管理者制度のメリットであると捉えています。本
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館においては、以前から他機関との連携は図られていました。出前講座の開催、
図書館が併設されていない公民館での親子おはなし会も実施しています。
現在で
は、
児童サービスについては保健センターと連携してＢＣＧ接種会場での読み聞
かせに参加したり、
病院に入院している子どもたちのために出張おはなし会を定
期的に行うなど、連携を広げています。
奉仕担当

直営の時からすでに児童向けのサービスにおいては、ブックトークなど全小学 3
年生を対象に行っていますが、一般向けのサービスとしてもここ数年非来館サービ
スに力をいれており、高齢者施設に出向いていき、大人向けのおはなし会などのサ
ービスを行っております。昨年度は、１ヶ所の要望でしたが、地域包括支援センタ
ーへの PR を行い今年度は４ヶ所、これから先２ヶ所、計６ヶ所の実施を予定して
おります。

利用者

ありがとうございました。指定管理者になってから行うようになった面があると
同時に本館ではそれ以前から非来館型サービスについての方針を持っておられたと
いう理解でよろしいですね。

利用者

指定管理者のモニタリングはどのように行っているのか。以前から行っているの
か聞きたい。

総務担当

指定管理者制度の開始と同時に、年４回行っています。各分館に出向き、178 項
目についてチェックを行い、是正するべき項目についてはそこで伝えています。

利用者

モニタリングの時に、各分館からの問題・相談はあるのか。

総務担当

モニタリングの時ではなくても、日々連絡を取り合い本館と分館で話をし対応し
ています。月に 1 回館長会議も行っております。

利用者

図書の資料収集整理のなかでの購入基準、破棄基準はどうなっているのか。

資料担当

「所沢市立所沢図書館資料収集方針」、「所沢図書館除籍基準」を定めており、そ
れに基づき資料の収集、除籍を行っています。所沢図書館ホームページにも掲載し
ています。

利用者

宗教や政治的な内容の資料についての基準はあるのか。

資料担当

図書館は幅広く資料を収集する目的があります。特定の意見や偏った意見で資料
を収集することはせず、なるべく幅広く収集しています。

利用者

著名な作家の本について、他市では複本を多数所蔵しているが、所沢市では複本
の所蔵が少ないように思える。選書はどのようにして行っているのか。

資料担当

選書については、毎週選書会議を行っており、職員が検討したうえで購入資料を
決定しています。所沢市の蔵書管理方式は、他市で多く採用されている蔵書の所属
を固定する「所蔵館方式」とは異なり、本館・分館全体をひとつの蔵書と捉える「所
在館方式」を採用しています。所沢図書館全体での必要数を考慮し複本を購入して
いるため、他市と比較して、複本の所蔵が少なくなっています。ベストセラー本な
ど、予約が多いからという理由で無制限に複本を増やすと、幅広い本を収集すると
いう図書館本来の目的が制約されてしまいます。所沢図書館では、予約の多いもの
でも本分館 8 館で構成されているため、ひとつのタイトルにつき複本 8 冊を目安と
しています。市民からの寄贈を募るなど、予約を待つ利用者に迷惑をかけないよう、
予算を圧迫しないようにしています。
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利用者

亡くなった著名な人の本を見たいという場合、書店にはないので図書館の存在が
大きいと思うが、所沢にはあまりないように感じる。所沢市の除籍についてはどの
ようになっているのか。また、過去に除籍された本がわかるのか。

資料担当

除籍を行う場合、複本の有無や利用回数などを考慮しながら行っています。また、
汚損・破損・無断持ち出しなど、やむを得ない事情で除籍になることもあります。
除籍した資料については、2005 年以降のものについては、業務システムで把握可能
となっています。それ以前では、紙ベースでの管理となっています。

利用者

三流週刊紙に載っているような本が所蔵となっているが、どのような基準で選ん
でいるのか、実際に本を読んで選んでいるのか。

資料担当

所沢図書館では、図書館流通センターという取次会社から毎週送付されてくる新
刊書のリストをもとに職員が検討し購入する資料を選んでいます。購入資料の分野
については、なるべく偏らないようにしています。利用者の立場や、考え方によっ
ては、柔らかい内容の資料が多いという印象を受けるかもしれないが、蔵書のバラ
ンスを考えて選書を行っています。

利用者

現物選書は行っていますか。

資料担当

以前は、図書館に持ってきてもらった現物を見ながら選書を行っていましたが、
そのシステムがなくなってしまい図書館も苦慮しています。できるだけ情報を集め
るなどして選書するようにしています。

利用者

児童書の新刊が少なかったり、購入希望を出しても購入してもらえないことが多
い。

利用者

児童書の選書も現物選定はしていないのか。

児童担当

児童書についても一般書同様に昨年の 4 月から現物選定のための見計らい本
のサービスは業者の都合で行っていません。業者とは何回か話し合いを持ち要望
を出しましたが、再開は難しいとのことでした。児童書はリスト選書でとりあえ
ず冊数を絞って発注し、本が納品され内容を確認してから複本の現物選定を行
っています。また、今年度は 2 回ほど取次ぎ業者の開催するブックフェアに出
向いて現物選定を行いました。

利用者

現物選書ができなくなったのはいつごろからですか。

児童担当

昨年 4 月からです。

利用者

埼玉県内ではどうですか。

児童担当

狭山市等図書館流通センターを使っている近隣四市で現物を持ってきてほしい等
色々提案してみましたが難しいとのことです。今後は、現物選書をやめていく方向
だとのことです。

利用者

発行部数の少ない本についてはどのようにしているか、また複本は 5 冊にしたら
いいのでは。

資料担当

現在、図書館で多数の複本を購入することが問題となっていますが、一方で利用
者から、
「予約した本が１～２年待たないと読めないのか」というお叱りを受けてい
ます。複本の数については、1 館当たり 1 冊という常識的な範囲を目安にしていま
す。

利用者

「読みたい本がない」など、来館者アンケートでも見受けられます。おおもとの
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図書費が年々減っているのではないか。どうですか。
館長

図書購入費については、平成 23 年度 5,000 万円、指定管理者導入後、5,500 万円
を推移しています。新しい館が出来るときなどは予算がつきますが、それほど減っ
てはいません。

子どもの読書活動推進連絡会について、市民も参加できるようにするか、傍聴

利用者

できるようにして欲しい。
子どもの読書活動推進連絡会は、第 2 次計画をもとに市役所の関係各課、学

児童担当

校などが情報交換と連携を深める会議で、現在のところ市民の方は参加しており
ません。第 2 次計画が平成 30 年度で終了いたしますので、第 3 次計画策定時に
検討して参りたいと思います。傍聴につきましても、市役所の傍聴可能な審議会
等の中には入っておりません。今後、検討していきたいと思います。
５．各グループから今年度の取り組み
＜資料担当＞
先ほど館長からの説明のほかに、付け足すことはありません。
＜児童担当＞

6 月に保健センターのＢＣＧ接種時の読み聞かせに参加しました。また、現在所沢市内
で使用している小学校の国語の教科書を購入して蔵書といたしました。館内閲覧ですが、
ご希望があれば分館での閲覧もできるようになっております。中学校の国語の教科書に
つきましては、来年度に購入検討いたします。7 月に読書手帳の配布を開始しました。
100 冊記入できる大人用と 50 冊記入できる子ども用の 2 種類あります。8 月には、第 2
次子どもの読書活動推進計画にも掲載されています「子ども司書制度」をもとに、子ど
もの司書体験を開催しました。子どもたちに図書館を知ってもらい読書活動の推進に繋
がればと思っております。11 月には、病院に入院している子どもたちのために出張おは
なし会を開始しました。継続して月 1 回、訪問していく予定です。12 月には、本館子ど
も室に「読み聞かせに向く本のコーナー」を設置しました。小学校等で読み聞かせのボ
ランティアをされている方に役立てていただきたいと思っています。また、中学校と連
携して、中学生のお薦め本の紹介ポップを作成してもらい、本と一緒に展示しています。
＜奉仕担当＞
一般奉仕としましては先程、紹介しましたが、出張おはなし会ということで、高齢者サー
ビスに力をいれております。また、来館者に対して、高齢者向けの紙芝居の案内、パンフレ
ットを配布しています。大人を対象にしたお話会を年３回行なっています。市民の皆様から
いただいたレファレンス（参考調査）の事例のうち一部を国立国会図書館のレファレンス協
同データベースとリンクすることにより、ホームページにて公開しています。以前は１年に
数件でしたが平成 26 年度は１０８件を公開しています。国立国会図書館の一定の基準を超え
たため、国立国会図書館から御礼状をもらいました。今年度も基準をクリアするよう努力し
ているところです。また、調べ方案内としてパスファインダーを毎年３種類ずつ作成し、配
布・公開しています。図書館まつりでは、ゆかりの作家の案内等もしており、今年は「NHK
テレビ小説あさが来た」の原作者古川智映子氏が所沢在住ですのでリスト等作成し、経営企
画課と連携して、市役所の１階にコーナーを設け、そこでもリストを配布しています。
＜総務担当＞
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維持管理の工事を行いました。休館せざるを得ない状況でしたが無事に終わりました。建
築から３６年経っておりますので色々なところで問題はあります。来年度は指定管理が５年
を迎えますので、２９年度からの準備・手続き等を行います。
利用者

所沢図書館では、レファレンス事例を公開しているとのことですが、それはすば
らしいことだと思います。指定管理が予定の５年間で終わり、その後については白
紙にして公募するとのことで、以前は選定委員会を立ち上げ決定した。その際Ａ社
は、独自のレファレンスデータがあるが、公開はしないとのことだった。民間の自
由競争にゆだねて効率的に運営をする事が、指定管理者制度の長所なのですが、仮
に利益誘導の中にレファレンス回答することがいいんだろうかとの疑問点もある。
指定管理者の更新を前に公正な図書館運営を心がけるようにお願いしたい。

総務担当

プロポーザル方式を行い、外部委員を含めた選定委員会で選定します。安かろう、
悪かろうという事はしません。これからですが、選定委員会を立ち上げ決めていき
ます。５年間の経験を踏まえ、業務要求水準書、マニュアルなどにおいて利用者に
不具合いがないようにつとめます。

利用者

児童も一般も図書館からでて活動をしているとのことですが、職員だけですか。

児童担当

児童では職員だけです。保健センターは別に文庫連にもお願いしています。

奉仕担当

原則的には職員だけです。ただ大人のおはなし会には、ゲストとして本館職員以
外の方にも出ていただいたことはあったと思います。

利用者

分館の懇談会に出ているのですが、分館にいってもだめだったので今日はこちら
に来ました。分館では「本を購入」と希望しても何の連絡もなく、購入可なのか否
なのか返事がない。また、新刊雑誌は貸出しないのにこどもの雑誌は貸出されてい
た事についても問い合わせたが返事がない。
本館の行事のポスターやチラシがなく、本館の情報が得られない。分館は本館の行
事について PR する気がないように感じる。本館と分館の連携はうまくいっているの
か。

利用者

１階のカウンターにこれからの行事予定がありますが、分館にはいっていますか。

児童担当

分館には直営の時と同じようにポスターとチラシも送っております。指定管理者
からきたものについては入口にコーナーがありそこに貼ったりしています。
年に１回ブックリストを作成して、市内小中学校の児童生徒に配布しています。す
べての子どもたちにリストをという形で発行した後、本を飾り貸出をしています。
ブックリスト作成時には、分館の方は参加していないので、分館によってはコーナ
ーが小さくなっていることがあります。その場合は、モニタリングの時にお願いし
て拡大してもらうようにしています。

利用者

インターネットをよく見る人ばかりではないので、ポスターやチラシを掲示する
ようにし、質問者へはちゃんと声掛けをして回答してほしい。アンケート等も掲示
しておいてほしい。分館に目を向けてほしい。新刊の貸出はどうなっているのか。

資料担当

分館長に確認し回答します。

利用者

指定管理者が入ると本館と分館の意思疎通がうまくいかないのではないかという
ことでした。４年間の経験の上でこのようなことがあるのです。小さなことのよう
でも大きな意味を持っていると思います。一つの市で指定管理者・「KADOKAWA」・市
5

立図書館の形態が三本立てになることのないように万全の策を考えていただきたい。
重大な関心があることなので効果的にしていくことに期待したい。
館長

２９年度以降についてはこれからの事なので、サービスの低下になってはならな
いようモニタリング、各担当者会議等で情報交換をしていきます。みなさんが心配
していることも踏まえまして進めてまいります。

利用者

今後の懇談会の在り方についてですが、分館では申込期間に予約した者しか参加
できないということになっている。また本館は各担当者が出席しているが、分館に
ついては分館長一人で説明していることにびっくりしている。本館と同じようなか
たちの懇談会にしてほしい。当日参加でもいいのではないでしょうか。

館長

利用者懇談会に関しての広報は、チラシ、ポスター、翔びたつひろばなどで広く
知らせています。また、開催日の固定など多くの方に参加していただけるようにし
たい。分館に関しては、職員の人数も多くなく勤務の関係もありますが、当日参加
できるように調整をしていきます。

利用者

椿峰分館のエレベーターには、人が乗れないということだが何とかならないか。

総務担当

単独館のため、修繕は市役所で行う。油圧で上げているため替える場合は本体を
こわさないと修繕できない。工事を行うか、将来を考えて建て替えか、構造上の問
題もあり難しい。声掛けをしていただければ、職員が車イスの方等については、人
力で上げることになっています。

利用者

持ち出された本について、古本であっても購入は出来ないか。

資料担当

その本だけ対象にしての購入は出来ない。蔵書点検を年１回行っており不明にな
ったものが戻ってくることがあります。不明になってからすぐに購入しているもの
は、予約が入っているものなどで利用状況により購入を考えています。現状では古
書を対象に収集することは考えていません。貴重な本などについては手段を考えて
いこうと思います。

６．閉
副主幹

会
本日はお忙しい中、懇談会に出席いただきありがとうございました。貴重なご意
見等今後の図書館運営に役立ててまいります。

利用者懇談会は、１１時４３分に終了した。
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