
       平成 29 年度 第 1 回図書館協議会 会議録 

 

◎開催日時  平成 29 年（2017 年）7 月 2 日（日） 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

◎開催場所 野洲図書館 会議室 

◎出席者  早川久登委員、松山裕子委員、五十嵐芳子委員、遠藤正一委員、川

端初美委員、國松完二委員、築山晴菜委員、増田多美子委員 

吉野澄子委員（合計９名出席） 

欠席委員 1 名（福井善隆委員） 

      教育長、教育部次長、図書館長、主査（司書） 

傍聴者 なし 

      

＊配布資料について 

 ここに掲載した以外の資料については、図書館本館および中主分館で、図書館協議  

会議事録とともに公開しています。 

 

１．開 会  

    

２．あいさつ  

    

３．自己紹介 

 

４．会長、副会長の選出 

   互選の結果、会長は早川委員、副会長は松山委員 

 

５．議 事  

 （１）平成 28 年度図書館事業報告について  

【事務局】（資料①平成 28 年度野洲図書館事業報告に沿って説明） 

【会長】質問、ご意見がございましたらお願いします。 

【委員】一人当たりの貸出数が低下しているのは活字離れが一番の要因として考

えられるのですか。また資料の欠損数はどのような数値になっていますか。 

【館長】貸出の減についてはそれが一番の要因だと考えています。それは野洲だ

けではなく、県内でも同じ状況にあるためです。社会情勢によるところは大きい

と思いますが、来館されたかたにもっと満足してもらうこと、来館していない人

にも利用してもらえるように努力していきたいと思います。欠損数については、

いま正確な数字がありませんが、蔵書点検のときに 200 冊くらいではなかったか

と思います。 

 

【委員】ブックスタートのアンケート結果で、本をもらっていない人、わからな



い人がいるのはなぜですか。 

【事務局】ブックスタートは平成 28 年 4 月生まれ以降の赤ちゃんを対象にして

いますが、配布していない 3 月生まれの赤ちゃんが参加する健診の場でアンケー

トを全員に配布してしまったためです。 

【委員】貸出冊数の減少の件ですが、児童の貸出数はあまり減っていないのでは。 

減っているのは大人ですか。 

【館長】子どもはあまり減っていないです。 

【委員】野洲市は子どものカードを作らなくても親が作って共有することができ

ますよね。子どもの分も大人のカードで借りたりするため、実際の数とは乖離し

ている部分もあるのではないですか。 

【館長】できるだけ一人ずつ作ってもらいたいのですが、小さいお子さんの場合

は無理に作ってもらっていないので、そういうことはあります。 

【委員】地域別で登録率が 10％を割っているところは、どのようなところですか。 

【委員】高齢化率が高いところでは。 

【委員】登録の分布をみてみると、他の自治体に比べたら、遠い近いで極端な差

が出ていない。近いところの登録率が低いかわりに遠いところもあまり低くない。

他の自治体だと 50％を超えるところがあります。 

【委員】車で移動できる人が利用しているのではないでしょうか。 

【次長】登録率が 20％を超えるところは団地がある地域ですね。若年層が多いと

ころとよそから来られた人が多いところは登録率が髙いように感じます。 

【委員】（委員が作成した追加資料について説明） 

 年齢と性別に登録率、貸出数、登録者数あたりの貸出数等を整理してみました。

市の平均との比較をしています。子ども達の登録率は高いが、貸出冊数は多くな

い。逆に、40～80 代の男性は登録者一人あたりの貸出数は平均より多い。男性は

年齢に変わりなくたくさん借りるが、女性は 30～40 代の人の貸出数は多いがそ

の後減っている。子どものために本を借りているのではないかとも考えられる。

以上のことから、子ども達にもっと本を借りてもらうようにしないといけないこ

とと効率のよい男性をもっと呼び込めれば貸出数は伸びるのではと思いました。 

【委員】出張貸出をしている学校の生徒には全員登録してもらっている。図書館

見学のときにも登録しているので子どもの登録率が髙いのではないか。 

【委員】30～40 代の女性は登録率がほとんど 50％近い。これはすごいと思う。

全体の平均で 28％になるのは中高生などの登録率が低いからでしょうか。 

【委員】資料 5 ページの行政効果の説明をしてください。 

【館長】野洲図書館で購入した本の平均単価に貸出冊数をかけて、人件費も含め

た図書館費を引いたものを行政効果として出しています。ただ、図書館で借りられ

なければ、すべて個人で購入したかというと、そうではないので、この計算方法に納

得しないかたもいるかもしれません。また、貸出した本には、購入したものだけでな

く他館から借りた本もあります。出版されている本の平均単価は、野洲図書館で購入

した本の単価より高いです。リクエスト制度があり、どの本でも要望できるわけです



ので、出版図書の平均単価を使うことにすれば、行政効果はもっと高くなります。ま

た、（今回の行政効果の数値には）おはなし会など行事のサービス効果は入ってい

ません。 

【会長】では 2 番めの議題にうつります。   

            

（２）平成 29 年度図書館事業方針について 

【事務局】（資料②平成 29 年度野洲図書館事業方針に沿って説明） 

【会長】ご質問、ご意見はございませんか。 

【委員】障がい者向けの郵送サービスについて実際の要望はどのくらいあります

か。 

【館長】郵送の要望は寄せられてはいませんが、障害者差別解消法ができたこと

もあり郵送サービスを計画しています。現在は職員が何軒かのお宅に宅配で貸出

をしていますが、今後要望が増えたときに対応ができるように郵送でも貸出でき

るようにと検討しています。 

【委員】いまの障害のあるかたの傾向は、ここ 10 年～15 年のめざましい医学の

進歩で、医療的ケアをうける障害のあるかたが非常に増えてきています。野洲で

も同じ傾向にあります。医療ケアが重い人だとベッドから離れられない状況にあ

り、養護学校でも訪問の形だったり、障がい者の通所の施設でも訪問したりする

人が増えている傾向にあります。図書も本人がどこまで理解できるかどうかは別

にしても、隣で読み聞かせすると穏やかなよい表情になる人もいるので、ここの

部分は、ぜひそういうことも視野にいれて、自宅から離れられない人たちも増え

ているということはわかっておいてほしい。 

【委員】県立図書館では以前から郵送サービスをしています。「心身障害者用ゆう

メール」なら郵送料が半額で送れます。障害の程度がどこまでの人が対象になる

かについては、昔は肢体不自由の人しかだめでしたが、郵便局が民営化されてか

らは図書館の裁量にかなり任されているので、今は利用できる人の範囲をかなり

広くとっています。要介護認定者でも図書館へひとりで来られない人も含めてい

ます。基本はひとりで図書館に来られない人を対象と考えています。だからどの

ように広報するかが逆に難しい。図書館から直接対象の人に案内を送ることは名

前がわからないのでできません。どうやってお知らせするか。視覚障がい者の人

には前から無料で送ることができるので、これと併用してできます。こういう情

報を利用対象となる人たちにどうやって届けるか、が課題ではないかと思います。 

【委員】重点目標に「学校向けの貸出セットの効果的な活用」とありますが、セ

ット貸出の効果はどうやってはかるのですか。野洲市には学校司書もいないです

し、どう活用されているかはどういうふうにみるのでしょうか。 

【館長】効果的と書いたのは、セットの貸出を何度も繰り返している学校には、

セットと同じ本を学校の予算で学校図書館に置けるように協力するなどをした

ほうが先生の選書の手間も少なくなるし、そのように学校に対して働きかけをし

たほうがよいのかもしれない等を考えているからです。どういうふうにセットの



貸出を活用していったらよいかが課題になっています。 

【委員】小学校のボランティアをしているが、せっかくめぐまれた学校の図書室

にある本を利用しきれていないと感じます。教職員のかたがたに図書をもっと授

業に役立ててほしいというような発信を公共図書館からしてもらえないのかと

思いました。たとえば英語教育がはじまるので英語教育の本が学校図書館にたく

さん入り、また保護者から英語の初級の絵本を寄贈してもらったりしているが、

使われている形跡がなかったりします。ボランティアが声を出してはじめて気が

ついてもらえたりします。どうすれば自校の資料を活用することについての発信

が教育全般の中でなされていくのだろうかということがボランティアの中で話

されています。 

【館長】毎年 4 月に学校向けの公共図書館のサービスの案内をする説明会はあり

ます。ただ、子ども達が実際に学校で調べ学習をしたり、読書の喜びにつながる

ことに公立図書館がどこまで関われるかは難しいと感じます。学校図書館には職

員がいないので、先生の負担にならないようにと、公共図書館は団体貸出のセッ

ト数を増やすなどの側面からの支援をする形をとっているのですが、本当は学校

図書館に人をつけてほしいと思います。 

【委員】年度はじめに必ずどの学校も、図書館の利用についての案内や野洲図書

館の団体貸出の案内などはしています。かなり利用されていると思います。教室

で野洲図書館や学校図書館から借りた本を読んだり、朝の読書で読んだり、利用

率としては高いと思います。調べ学習のときに学校の本では足りないときは公共

図書館に協力を頼んでいるが、そういうことだけでは十分ではないのだろうと思

います。 

【委員】他市で学校図書館司書をやっていた経験から、学校図書館の環境として

使える状態にあるかどうかから考えなければならないケースが結構あると思い

ます。ブッカーがかけられていなくて開架できない状態の本が何百冊も 3~4 年間

たまっていたり、図書館に開架されている本が古すぎたりということがあります。

それを取り除いて新しい本を入れてあげてというのも、野洲市の学校図書館を見

たわけではないのではっきりわからないですが、いま野洲市は学校司書がいない

ので、国語担任の先生が授業やクラブ活動、委員会活動をやりながら手当てもな

しに仕事の合間にやっているのではないでしょうか。校長が学校図書館の本を使

ってくださいと言われたとしても使える状態にないという現状も考えられます。

先生を助けるような司書教諭やアルバイト、ボランティアさんをつけるなど手段

を何か考えないと図書館を整えていってくださいというのは難しいのではない

でしょうか。 

【委員】野洲市のおおむねの学校では、学校応援団事業をしていて、図書のボラ

ンティアを募集するといちばん人が集まります。ボランティアが司書の補助には

ならないとしても国語の先生がやっているという状況にはないと思います。資料

の廃棄はボランティアが勝手にできないので学校と連携をとりながらやってい

ます。図書館司書を全校に一人ずつとは言わないが、当番制でつけるとか、公立



図書館から 1~2 時間学校を回ってもらうとかができないかと思っています。 

【会長】委員のみなさんにお断りしておきますが、この協議会は市立図書館の図

書館協議会なので、子どもの読書ということでは関係はありますが、学校図書館

をどうしましょうということまで議論する場ではないことは承知願いたい。 

 

（３）図書館の評価について 

【館長】（資料に沿って説明） 

 野洲市の評価項目案について、方向性としてこれでよいのかなど、ご意見をい

ただきたいのですが。 

【委員】】他市の例として長浜市立図書館の取り組み例を紹介します。長浜の場合、

5 回くらい集まり、評価項目 85 項目について委員全員が意見を出しました。自己

評価は職員がするので、項目によっては評価が甘かったり、厳しすぎたりする。

それについて外部評価をすることになるが、資料だけではわからないということ

で、長浜では協議会委員と職員全員とで懇談会をしました。前年度のことについ

て半年間協議して昨年 12 月に平成 27 年度の評価をまとめました。毎年、前年の

ものについて評価をすることにしています。 

豊中市も非常に細かい評価項目を設定されています。また、協議会とは別に評

価のための委員会を作っておられるようです。 

（文科省の望ましい基準では）全国で人口段階別で貸出密度の上位１０％の図書

館の平均をとって、それをめざすのが望ましいと言われています。高島、野洲、

湖南とも上位 10％に入っている。よく利用されている館ばかりですが運営は各館

特徴があります。評価で現状維持を目標にすることはありえません。評価を元に

予算要求をするときは現状維持目標では予算をもらえません。貸出冊数について

は、よく利用されているが野洲市は開館してから利用が 10 年間延び続けなかっ

た、ということは何か課題があるはずです。それも含めてどうするかも考えない

といけないと思います。たとえば数値目標だけではできないということだったが、

たとえば図書館のＰＲの取組みをした結果何かが変わらないといけません。行政

としては評価はあくまでも数値化が原則。それを項目立てするときにどうするか

が難しい。 

【委員】スケジュールとしてはどのようになっていますか 

【事務局】今年度に案を作り、来年度に 29 年度の事業について評価を開始する

ことを考えています。 

【次長】30 年度は試行のような形で、本評価は 31 年度からでもよいです。 

【会長】これは入れておいてほしい等、ご意見はありませんか。 

【委員】長浜、豊中のようにはできない。米原のようにすればよいでしょうか。 

【委員】米原は 5 年の目標で現状維持が多く、これでよいのかという話もありま

した。米原は人口が減っていくので、その中で現状維持するなど理由も書いてお

かないといけないです。 

【委員】目標項目それぞれが野洲の図書館協議会の提言のどれに該当するのかを



記載してほしいです。 

【委員】これは目標なので、達成しなかったらしなかったで、その理由があるの

でまた検討して改善していけばよいのではないでしょうか。 

【委員】取り組み内容を何にするのかが大事です。実施したかどうかということ

と、結果がどうだったか、と 2 段階評価にしてはどうですか。どのような取り組

みをするのかを記載してほしいです。 

【館長】次回までに精査して作り直します。 

【委員】湖南 4 市、特に野洲市は市外の利用の数が多いので、市民だけの数字が

公式には出てきません。市民の利用がどう増減しているのかはみたほうがよいの

ではないでしょうか。 

 

（４）滋賀県公共図書館協議会 「図書館キャンペーン委員会」の取り組みに

ついて 

【館長】（資料「としょかんのひみつ」「ほんとわ」について説明）  

 県の公共図書館協議会の取組みとして昨年度作成しました。これまで、図書館

のサービスのＰＲについては各館で取り組んできましたが、公立図書館の設置の

目的や、なぜ無料なのか、なぜ自治体がしなければならないのか、ということは

あまりＰＲしてきませんでした。市民にきちんとＰＲしようという考えの元に作

りました。昨年度の図書館協議会の委員からは市民の目線でないとのご意見もも

らいました。本日でなくてもよいのでご意見をください。 

 

（５）その他 

【事務局】（図書館関係の新聞記事について資料に沿って説明） 

 学校史などの破損について。守山図書館の建て替えが 4 ヶ月遅れることについ 

て。桑原武雄氏の寄贈図書の無断廃棄について。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 29 年度 第１回図書館協議会 次第  

 

  平成 29 年 7 月 2 日（日） 

                       野洲図書館 会議室 

                       午後 1 時 30 分～ 

 

１．開 会  

    

２．あいさつ  

    

３．自己紹介 

 

４．会長、副会長の選出 

 

５．議 事  

 （１）平成 28 年度図書館事業報告について  

              

（２）平成 29 年度図書館事業方針について 

       

（３）図書館の評価について 

 

（４）滋賀県公共図書館協議会 「図書館キャンペーン委員会」の取り組みに

ついて 

 

（５）その他 

    

   ＊次回の会議予定 

 

６．閉 会 

 

 

 

＊会議終了後、書庫などの見学を予定しています。希望されるかたはどうぞご参

加ください。 
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⑮ 図書館だより 7 月号 

⑯ 一日図書館員 募集チラシ 

⑰ 化石とあそぼう チラシ 

⑱ 図書館カレンダー 

⑲ 図書館関係記事 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 野洲図書館事業方針 

■ 重点目標 

図書館は、市民の知る権利と読書の自由を保障する機関として、市民の必要とする資料と情報

の提供につとめます。図書館が市民の多様な資料ニーズに応えていくことは、図書館が、自ら学

び知識を広げる生涯学習の拠点となり、暮らしに役立つ身近な施設となり、市民の自立や社会参

画に寄与し、まちづくりに役立つ施設として機能することです。 

子どもの読書推進については『第二次野洲市子ども読書活動推進計画』に基づき、市役所の関

係各部署と学校・園・地域・家庭と連携して子どもの読書活動の推進を図ります。今年度は子ど

もと読書に関する講演会を開催し、子どもに関わる人々への啓発につとめます。 

平成 28 年度から開始した、赤ちゃんからの本の読み聞かせの大切さを啓発する「ブックスタ

ート事業」を継続して実施し、効果の検証も合わせて行います。小中学校の学校図書館は、学校

司書の配置がなく厳しい状況にあります。学校向け貸出セットの効果的な活用など、公共図書館

として協力が可能な事業を継続して行い、将来的な学校図書館の充実につながるようつとめます。 

今年度は平成１４年に本館が開館してから１５周年となります。としょかんまつり等継続事業

と合わせて記念事業を開催します。 

 

■ 事業計画 

① 個人貸出 

   図書館サービスの基本である貸出しの充実を図ります。また、利用者の学習の機会を保障す 

るため県立図書館や県内図書館との情報ネットワーク連携を十分活用しながら効率的な資料 

提供に努めるとともに、予約、リクエスト制度の周知拡大をはかり、市民一人ひとりの要求に 

的確に応えて、市民の満足度を高めます。 

② 資料の整備 

   市民の多様な資料・情報の要求に効果的に応えるため、新鮮で魅力ある資料を幅広く備え 

ます。 

   また、郷土資料の整備をはかるとともに詳細な書誌内容データの整備活用を図ります。 

③ レファレンス・サービス（問い合わせ、調査研究への対応） 

市民の日常生活の疑問に応え調査研究などを支援するため、地域資料や行政情報も含んだレ 

ファレンス・サービスを行います。また、参考資料の収集整備、調査事例の蓄積に努めます。 

④ 乳幼児・児童・青少年サービス 

次代を担う子どもの心身の成長には、多様で豊かな本との出合いが重要です。生涯にわ 

たる図書館利用の基礎を形づくるためにも、乳幼児から青少年まで幅広い読書支援サー

ビスを行うとともに、それぞれの年齢に応じた読書体験の展開を支援します。  

⑤ 高齢者・障がい者サービス 

   図書館の利用に困難を抱える高齢者や障がい者が、図書館を使いやすくなるような環境の

整備に努めます。録音資料や大活字本等を充実させるとともに、宅配サービスを行います。障

害者向け郵送サービスを年度途中から開始します。 

⑥ 連携行事の開催 



     子育て支援事業、青少年育成事業、自治会行事等に、関係機関、ボランティア団体等との連

携をはかりながら、おはなし会等の行事を開催し、読書および図書館利用の普及に努めます。 

  ⑦ 学校、園等との連携・支援 

     市内の学校、園、その他の機関に対する資料の貸し出しや情報提供などを充実させます。 

    学校図書館活動を支援し、読書普及の一環として、学校・園を対象にお話会などの館外奉仕

を行います。 

  ⑧ 図書館協議会 

     図書館協議会は市民の意見を図書館運営に反映させる重要な意味をもっています。平成２

９年５月からの任期の図書館協議会には公募委員２名も加わります。今年度から図書館の評

価についての検討を開始し、図書館協議会の意見をききながらすすめます。 

 

  □平成２９年度新規事業 

   ・子どもと読書に関する講演会 

   ・障がい者向け郵送貸出サービスの開始 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度年間行事等予定表  

事業名  実施予定時期等 

図書館協議会 年４回  

広 

報 

広報やす 図書館だより  

各種ブックリスト  図書館ホームページ 

毎月 

随時 

 

奉 

 

 

仕 

 

カウンター業務（貸出・返却・予約・レファレンス・複写 

サービス・インターネット端末利用・ＡＶ視聴） 

毎日 

随時（週単位） 

団体貸出（市内各団体一般） 

児童・青少年サービス（学校出張貸出・学級向け団体貸出） 

学校との連携（図書館見学、お話会・調べ学習等） 

地域の子育て支援事業・高齢者支援事業に協力参画 

ブックスタート事業・育児サロン事業など支援事業 

毎月 

随時 

随時 

随時 

毎月 

 

行 

 

事 

図書館まつり 

館内おはなし会等 

１日図書館員  

リサイクル市 

清水眞砂子講演会（子どもと読書に関する講演） 

朗読会 

展示 北村季吟関連展示（生涯学習スポーツ課連携事業） 

「やすまる広場」への出店、事業協力など 

「化石とあそぼう」展示・説明会など 

展示（県 自然環境保全課連携事業 標本、剥製等） 

11 月 11 日（土） 

毎月（月 7 回程度） 

7 月 26 日～27 日 

8 月、11 月予定 

11 月 18 日（土） 

７月、11 月 

６月 

６月４日（日） 

７月 

８月 

 

 

資 

料 

資料の選定・発注・受入･整理 

郷土資料等の詳細書誌データ追加入力加工 

資料の補修・加工 

寄贈書の受入・整理・配架 

特設コーナーの設置 

随時（毎週） 

随時 

随時 

随時 

随時 

団 

体 

協 

力 

野洲図書館楡の樹の会 

ねむの木の会（おはなしボランティア） 

野洲おはなしの会「夢ふうせん」（本・場所・事業の協力） 

その他図書館関係各種団体例会 

毎月最終土曜日 

随時 

毎月第２・第４木曜日 

随時 

図 

書 

館 

協 

力 

学校図書館連携（整備協力・ボランティア協力等） 

県立・県内図書館連携（資料貸借・事務連絡等） 

随時 

随時 

県公共図書館協議会（理事会）（特別委員会） 

   〃     （実務担当者会）研修会 

湖南４市広域連携会議（草津、守山、栗東、野洲） 

随時 

随時 

随時 



 

そ 

の 

他 

新着資料・図書館企画のインターネットＨＰ上公開 

図書館基本計画・サービス計画の検討 

県総合教育センター、県生涯学習課の研修事業に参画協力 

資料展示など市役所各課との連携事業 

市民活動支援センターとの事業連携・協力の推進 

随時 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊＊＊＊＊ 図書館協議会とは ＊＊＊＊＊＊ 

■図書館法 

（図書館協議会） 

第十四条 

 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書

館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 

 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。 

第十六条 

 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必

要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するも

のとする。 

■野洲市図書館条例 

(図書館協議会) 

第 4条 法第 14条第 1項の規定により、図書館に野洲市図書館協議会(以下「協議会」とい

う。)を置く。 

(平 21条例 42・平 24条例 12・一部改正) 

(協議会の委員) 

第 5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。 

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 学識経験のある者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

3 委員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(平 21条例 42・平 24条例 12・平 28条例 26・一部改正) 

 

■野洲市図書館管理運営規則 

(協議会の会長及び副会長) 

第 8条 協議会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によって定める。 

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

3 会長は、会議を主宰する。 

4 副会長は、会長を補佐し、及び会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を

代行する。 (平 21教委規則 14・一部改正) 

 

(会議) 

第 9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、館長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 



3 会議は、会長が議長となる。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによ

る。 

(平 21教委規則 14・一部改正) 

○『新図書館法と現代の図書館』（日本図書館協会）2008 より抜粋 

 

ｐ173 六章 図書館協議会 

 図書館法第三条は、図書館が行うサービスの活動が、「土地の事情及び一般公衆の希望」にそっ

てなされることを求めている。それを具体的に保障する仕組みの一つであり、図書館運営への住

民の参加を制度化することにより、図書館の公共性・民主性を示すのが、第十四～十六条で規定

する図書館協議会である。 

 

ｐ175 

 この条項を盛り込んだ立法の趣旨について、当時の法案提案者は、次のように述べていた。 

   これは図書館の運営に住民の意見なりが充分に反映し得るようにするためであります。こ

の見地から委員の詮衝の範囲も広く、土地の住民の世論を結集し得るよう第十五条にその範

囲を規定したのであります。 

 

ｐ178 

 （中略） 

 それらを総合すれば、図書館協議会の答申や意見具申は、単に図書館長に対してというにとど 

まらず、当然に設置者であり、発令者である教育委員会によって尊重されるべきものである。 

  

ｐ179 

（中略） 

 二０００年代に入って、各地の行財政改革の一環として、指定管理者制度の導入など図書館の 

管理運営方式の見直しが検討課題となる中で、いくつかの自治体で図書館協議会がこのテーマに 

取り組み、制度導入の是非について積極的に指針を示し、静岡市のように首長サイドや教育委員 

会の判断に変更を迫る役割を果たす例なども登場している。住民意思にそった図書館運営を生み 

出す仕組みとして、図書館協議会を見直す契機となる重要な動きである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

野洲市図書館協議会委員 ２９年度  

任期：平成 29年 5月 1日～平成 31年 4月 30日 五十音順  

氏名 所属 備考  

五十嵐 芳 子
イ ガ ラ シ   ヨ シ  コ

  読み聞かせボランティア 3（留任）  

遠
エン

 藤
ドウ

 正
マサ

 一
イチ

  学識経験のある者 4  

 川
カワ

 端
バタ

 初
ハツ

 美
ミ

   元園長 3  

 國 松 完 二
 クニ マツ   カン ジ

  滋賀県立図書館長 4（留任）  

築
ツキ

 山
ヤマ

 晴
ハル

 菜
ナ

  公募委員 5  

 早 川 久 登
 ハヤ カワ  ヒサ   ト

  社会教育関係者 2（留任）  

 福 井 善 隆
 フク  イ     ヨシ  タカ

   市立中主中学校長 1（留任）  

 増田
マスダ

 多美子
タ   ミ   コ

   市立野洲小学校長 1（留任）  

 松 山 裕 子
 マツ ヤマ   ヒロ  コ

  学校応援団 図書館ボランティア他 3（留任）  

 吉
ヨシ

 野
ノ

 澄
スミ

 子
コ

  公募委員 5  

    

１．学校教育関係者 ２．社会教育関係者 ３．家庭教育の向上に資する活動を行う者 

４．学識経験のある者 ５.その他教育委員会が認める者   
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