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１ 開会 

２ 委嘱状交付  出席委員へ委嘱状を交付 

３ 教育長あいさつ 

４ 自己紹介  各委員及び事務局 

５ 委員長、副委員長選任  委員の互選により大久保義彦委員を委員長、伊藤弘昭委員を副委員長に

選任 

６ 委員長あいさつ  大久保義彦委員長 

以降、山形市立図書館条例施行規則第１９条の規定により、大久保義彦委員長が議長となり議事を行

った。 

７ 報告 （１）平成３０年度 図書館の運営状況について 

 議長 報告について、事務局から説明願います。 

事務局 資料（「平成３０年度山形市立図書館事業について」「平成３０年度利用統

計」）に基づき説明する。 

議長 ただいま事務局から説明がありましたが、これについてご意見、ご質問がござ

いましたらお願いします。 

委員 具体的な取組で、「児童・青少年向け資料の充実」とあるが、これらについ

て、学校等へ知らせているのか、これがまず一点、また、「絵本とあそぼう」「と

しょかん Kids」とはどういうものか。それから、利用者アンケートは図書館利
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用者か、非利用者も対象にしたのか。以上３点お聞きしたい。 

議長 事務局お願いします。 

事務局 児童・青少年向け資料については、専用コーナーを設けて開架している。絵本

は人気があり蔵書数もふえている。「絵本とあそぼう」は０才～３才くらいの絵

本のリストで「としょかん Kids」は年４回発行し、学校等へ配付しているも

の、後で実物をお見せします。利用者アンケートは図書館利用者を対象にしたも

の。利用者以外の方については、費用等の問題もあり今後検討していきたい。 

議長 ほかにございますか。 

委員 ただいまの報告で、図書館が何をやったかという実績は分かったが、そもそも

の運営方針に対する反省等については、どのように考えているか。 

議長 事務局どうぞ。 

事務局 運営方針の基本的方向性にあるように、利用者の抱える課題は様々であり、図

書館としては課題解決に資するような資料の充実に努めるとともに、講座を実施

している。 

委員 やった事実は事実として、基本的方向性の中で、みんなに議論してもらうべき

でないか思う。全体的なことと捉えて取り組まれるようお願いする。 

議長 ほかにございますか。 

委員 ボランティアとして一言、山形市では図書館(活動)が話題になるのが少ないよ

うに感じる。他市町では結構取り上げられている。図書館もいろんな活動をして

市民に来てもらうために頑張っていると思う。「小荷駄のみどりから」も高齢化

が進み、玄関展示を利用して活動紹介を行っている。現在の図書館は、人の動線

のサインがわかりづらいところもあるが、いろいろな手法で、市民に来てもらう

ために頑張ってほしい。 

委員 様々な活動に敬意を表します。一つお聞きしたい。データの読み方で、インタ

ーネット予約の利用状況とはどういうものか。 

事務局 リクエストの方法として、インターネットによるものとリクエスト票に記入し

ていただくものがあり、その中でネットの割合が５９．４８％となっているもの

である。 

委員 利用統計の中で登録率が一番大事ではないかと思う。五年間ほぼ変わっていな

いので、来る人は来る、来ない人は来ないということだと思う。(図書館の)環境

はいいのだがちょっと目立たない。１６％という値は東北の県庁所在地の中でど

のくらいなのか。 

議長 事務局いかがですか。 

事務局 そんなに高くはないと考えている。５年間利用がなければ除籍としているの

で、この率は５年間の間に少なくとも１回は図書館を利用した方ということにな

る。他に人口一人当たりの貸出冊数もあるが、全国的には平均５冊くらいである

が、山形市は平均より低い状況である。 

議長 ほかにございますか。 

委員 ききみみの会で、昨年まで「ストーリーテリング」という名称で活動していた

が、商標登録されていたということで「耳から聞く読書」と名称を変更してい

る。活動時の商標登録はどのような状況か。 

事務局 事業の名称等の商標登録については、ネットで検索しチェックしている状況で

ある。昨年実施した「よのなか科」は、登録者から使用を了解してもらって実施

した。商標登録については、使用料が発生する場合もあり、慎重な対応が必要と
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考えている。この問題については、社会教育課の意見はどうか。 

社 教 課

長 

ある公民館で「ボクササイズ」事業をネットで検索しチェックしたが、新しい

事業で見逃す場合もある。前にはイラストの著作権者と和解をした事例もある。

職員を対象とした商標権・著作権に関する研修会を実施している状況である。 

委員 原作をリメイクしても訴えられれば問題になる。 

事務局 館内には、新聞記事やキャラクターのコピーを貼らないように留意している。

図書館は、著作者の権利を守らなければならない施設と考えている。 

議長 ほかに何かございますか。 

なければ、報告について、様々ご意見がございましたが、了承することにご異

議ございませんか。 

 （異議なし） 

議長 異議はありませんので、報告は承認されました。では、次にＮＨＫ「やまま

る」視聴をお願いします。 

８  ＮＨＫ「やままる(２月１５日放映)」視聴 

９ 協議 （１）令和元年度山形市立図書館事業について 

議長 協議に入ります。令和元年度山形市立図書館事業について、事務局の説明を求

めます。 

事務局 資料（「令和元年度山形市立図書館事業について」に基づき説明する。 

議長 ただいま説明のありました、令和元年度山形市立図書館事業についてご質疑は

ございますか。 

委員 ４０周年記念事業の詳細を教えてください。 

委員 ４０周年記念事業が「夜の図書館」と「講演会」だけではいかがなものか。他

の物も企画しては、例えば児童図書は増えており、ダンボール箱等で「自分の本

棚」を作ったり、シールを配ったり子どもの利用促進を図ってはどうか。また、

館内の掲示やポップはとても良いと思うが、３－⑶の地域課題解決の取組支援と

して、「８０５０問題」や転職に役立つ本の紹介も良いのでは。 

議長 他にございますか。 

委員 「絵本とあそぼう」の配布はとても良いと思うが、もっと早い時期(出生時)に

できないか。 

議長 委員の皆様の発想は面白い。出来ることからやっていただければ。他にござい

ますか。 

委員 「としょかん KIds」の配布は、自分の学校が出ると子供は喜ぶ。中学生の選

んだ本の特集も面白い。 

議長 事務局、お願いします。 

事務局 いろいろいただいた提案については、今後事務局で検討していきたい。 

議長 ほかにございますか。 

委員 事業の広報として、高齢者はホームページは見ない。市報等でもっと見てもら

う工夫をしては。また、利用者アンケートは良いことだと思うが、図書館に来な

い人の意見を取り入れる事は考えられないか。あと「図書館は暗い」という話が

あり、児童コーナー等は改善すべき、環境についても、現在のトイレは子供が使

いづらい。小児用トイレが設置されれば、また階段が暗く、授乳室も座りながら

できるようにして欲しい。 
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議長 事務局どうぞ。 

事務局 事業のＰＲについては、市報、ＨＰ、ラジモン等あらゆる手段を使っている。

利用者以外の声については今後検討させて欲しい。環境面について、今年度は耐

震補強工事と合わせ照明も改善される。トイレ、授乳室の問題についても認識し

ており、徐々に改善していきたい。 

議長 よろしいですか 

委員 「夜の図書館」について、親子で参加してる人がいた。内容はお薦め本の紹介

をしあって、それを玄関展示したらすぐ借りられた。とても良い企画だと思う。

普段行けないところに行けるもの良い。ずっと続けてほしい。芸工大との連携も

良いと思う。 

委員 昨年「夜の図書館」に参加した。面白かったのは地下書庫。いろいろな本があ

る。記念事業に限らず案内(事業を企画)しても面白い。 

議長 他にございますか。 

委員 (図書館の)建物も４０年たって今年は耐震改修やいろんな工事をやるようだ

が、予算等もあるが、今後の改築も視野に入れた、例えば子育て施設との併設と

かカフェと併設するとかの将来的な展望は。 

議長  事務局どうぞ。 

事務局 今後、空調設備の改修などを計画的に行い、施設の長寿命化を図っていく予定

である。 

議長 私から質問したい。蔵書を寄贈したいという人がいる。受入れの基準は。 

事務局 寄贈受入について、郷土資料は基本的に受け入れている。本の扱いについて、

図書館に一任させてもらうことを条件として受け入れている。 

委員 図書館にとって寄贈ほど迷惑なものはない。限られたスペースの中でよくこれ

だけ受け入れていると思う。よほど貴重なものはともかく、一般の寄せ集めの本

は受入しない。 

議長 集めた人にはそれぞれに思い入れがある。 

委員 図書館開館時に須藤克三さん等の文化人が多数おり、(受け入れると)「○○文

庫」だらけになってしまうので、受け入れなかった経緯がある。また(寄贈者か

ら)「自分の本が並んでいない」と言われることもある。 

議長 他にございますか。 

委員 県立図書館は現在改修中、開架を増やす予定している。古い書架を受け入れて

もらい、市立図書館に感謝したい。工事は９月終了、再オープンは２月上旬の予

定で、４か月休館となる。県立図書館には市内の定期的な利用者がいるが、(休

館中は)市立図書館に流れていくと思うのでよろしくお願いしたい。 

議長 山形市に県立図書館があるのはありがたい。本の種類が違う。山形市は(他の

市町に比べて)優位である。持ちつ持たれつやっていってほしい。 

委員 事業計画で、子どもについては具体的な事業になっているが、他は抽象的な表

現になっている。これは具体的な事業がないからか。また、運営方針の具体的取

組の中に「課題解決に役立つ情報拠点」とあるが、具体的な事業が見えにくい。

どこに力を入れていくのか方向性として示すべきでは 

事務局 「課題解決に役立つ情報拠点」の事業ということでは、「地域課題解決の取組

支援」ぐらいである。図書館として、考えていきたい。 

委員 時間もないので最後に、ホームページで調べものをしたい時に、問合せフォー

ムを使うようになっている。普通問合せというと利用案内と紛らわしくレファレ
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ンスということがわかりづらい。 

議長 色々な意見をご明察の上取り入れるものは取り入れるということで、了承いた

だくことでよろしいですか。 

 （異議なし） 

１０ 閉会 


