
平成２７年度 第２回岡山県立図書館協議会

日 時：平成２８年２月１７日（水）１４：００～１６：００

場 所:岡山県立図書館 サークル活動室

出席者 ○ 上田委員、貝原委員、伐明委員、武田委員、土井委員，二部野委員，道広委員，

宮野委員、山畑委員

○ 県立図書館：村木館長，石井副館長，森山総括参事，高垣課長，林課長，

清友課長、山名総括主任，岡主事

欠席者 ○ 八束委員

１ 黙祷

２ 開会

３ 開会あいさつ

県立図書館 村木館長 あいさつ

４ 委員紹介

５ 協議・報告

１ 平成２７年度事業概要について 資料１

２ 第３次中期サービス目標の制定について 資料２

資料に基づき，事務局から一括説明

【委 員】

第３次中期サービス目標について、基本的性格の「１県民に開かれた図書館」で長期視点で重視

する指標としてあげられている『来館者アンケート利用者満足度』について、どのような項目で

利用者満足度を計っているのか。

【事務局】

来館者アンケートは、毎年１月下旬の金・日曜日に来館者への用紙配付により行っている。

満足度の調査項目は①開館日・開館時間、②館内の案内表示、③閲覧席数、④本の探しやすさ、

⑤施設の快適さ、⑥職員対応、⑦資料の量・種類、の７項目について４段階で評価していただき

平均値により算出している。

【委 員】

アンケート用紙の配布はカウンターでの手渡しか、設置による任意参加か。

【事務局】

閲覧室入口にて職員が手渡しで配布している。提出は回収箱を設置し任意提出としている。

配布は１日５回、各回６０枚を配付している。

【委 員】

基本的性格１の「資料・情報の提供」の「現状の成果と課題」中、“利用者による迷惑行為が目

立ってきている”とあるが具体的にはどういった行為か。



【事務局】

主な行為として、書籍への書き込みやページの切り取りや書き込み、新聞や雑誌の写真・クーポ

ン券の切り取り、水濡れなどの汚破損のほか、長期延滞、館内での大声、職員への過剰要求、閲

覧席の目的外利用などがある。

督促については、メール、ハガキ、電話など様々な方法で行っているが、次の予約者がある資料

の延滞に対する電話代などの通信費に年間４０～５０万円程度要している。

当館では夏季にマナーアップキャンペーンを行い自発的なマナー向上に向けた啓発に努めてい

る。キャンペーンの常時開催を望む声もあるが、恒常化により結果効果が薄れると思われるため、

日常的に啓発を行うと共に、集中的な啓発キャンペーンを開催している。

【委 員】

基本的性格４の「デジタルネットワークの活用」で⑤電子書籍サービスの導入等の検討とある。

電子書籍サービスについて、すでに実施している他館の事例を調べたところ、導入後３カ月程度

で利用が低迷していた。説明文に書かれているとおり、コンテンツ不足によるところが大きいと

思われた。一方、電子書籍は文字の拡大、白黒反転など、読字困難者の利用に有効と思われる。

差別解消法の施行もあり、読書困難者に対して、既存の朗読ボランティアと合わせ電子書籍の有

効活用についての動向を注視し、今後も望ましい在り方についてしっかり検討を続けてほしい。

【委 員】

電子書籍を導入している図書館はどのくらいあるのか

【事務局】

都道府県立では２館、市町村立では３０自治体程度の導入事例がある。いずれの館でも新規コン

テンツの不足から利用の伸び悩みの問題を抱えている。

当館では、電子書籍以外のデジタルネットワークの取り組みとして、利用登録者に向けてクラシ

ックやジャズ等を中心とした音楽配信サービスの提供を検討している。

【委 員】

電子書籍をはじめとしたＷＥＢ上でのサービス提供は、図書館への来館が不要となることから、

ひいては図書館利用の縮小に繋がらないか危惧している。

【事務局】

現状では著作権の問題や図書館向けに出版社から提供されるコンテンツの不足等もあり、電子化

されるのは一部の書籍に限られているため、影響を及ぼす状況にはないが、全てが電子書籍化さ

れた場合にはそういった側面も考えられる。

【委 員】

著作権が失効したものは「青空文庫」として、Ｗｅｂ上で無料配信されており、そういった作品

とどう向き合っていくか問題だ。

【事務局】

委員のおっしゃるとおり、電子書籍サービスを提供している図書館のコンテンツの大部分を、青

空文庫となった作品が占めている場合がある。そういったことからも、目新しいコンテンツに限

りがあり短期間での利用低迷に繋がっていると思われる。

新刊の電子書籍については、一般向けに比べて図書館向け電子書籍は高額に設定されていること

から当館では導入の段階にはないと判断している。

【委 員】

個人が購入する電子書籍は紙媒体のものより安価な価格設定になっているが、図書館が購入する

場合は高額なのか。



【事務局】

図書館向けの電子書籍は不特定多数の利用者が見込まれるため、依然紙媒体の約２～３倍の価格

となっている。また、閲覧権の購入であり契約解除後は利用できなくなること、配信システムの

利用料が固定費用として必要であること、などの多くの課題があり、当館では導入できる段階で

はないと判断している。

【委 員】

多数の図書館が導入すれば価格は下がるのか。

【事務局】

可能性はある。電子書籍ベンダーも普及に向けて、新たな仕組みや価格設定など努力を行ってい

るが、現状では高額であることから導入に弾みがついておらず、コンテンツが増えない・価格が

下がらないという負の循環に陥っている。

【委 員】

新たに導入するのは音楽配信のみか。

【事務局】

図書館向け音楽配信サービスのみ予定している。他県でも導入事例があり、県内では当館が初め

てとなる。

【委 員】

究極的には県立図書館から音楽ＣＤや映像ＤＶＤがなくなるのか

【事務局】

音楽配信で提供される楽曲はクラシックとジャズが中心であり、民謡等、その他のジャンルに対

応するため、音楽ＣＤの整備は継続していく。なお、音楽配信も配信サービスの提供であること

から、音楽ＣＤのようには資産が残らない。一方、メディアの破損・資料延滞が起らないなどの

メリットもある。

【委 員】

音楽配信は民業圧迫につながる恐れはないか。

【事務局】

一般向け音楽配信は安価かつ、様々なジャンルの音楽が配信されており、映像配信なども含めて

各方面で展開されている。一方、図書館向けはクラシックとジャズ等に限定されており、映像配

信サービスも提供はない。民業への影響は考えにくい。

また、ＤＶＤなど、映像資料は図書館向け価格で通常の３～５倍の価格で購入しており、複数枚

がセットになった作品など価格が１０万円を超える資料もある。パッケージ等に価格が表示して

あり、当館でも注意を促す注意書きを貼付しているが、汚破損により弁償を求める際に苦情案件

となることもある。

【委 員】

新聞の紙面版とＷＥＢ版のセット販売が始まっている。今後、図書館が新聞の配信なども行うこ

とも考えられるのか。

【事務局】

館外への配信ではないが、以前から当館では新聞紙面のほかに一部の新聞データベースについて

新聞社と契約しており、館内の専用端末等で過去の記事を含めて閲覧することができる。



【委 員】

インターネットの普及で、あらゆる情報はタダで入手できる風潮になっている。

【事務局】

インターネットには情報が氾濫しており、信頼性に疑問があるものも多数存在する。図書館の真

価は、著作権者の明示された蔵書に裏付けされた価値のある情報、信頼性のある情報を利用者に

提供することにある。今後も蔵書を有効に活用し、的確な情報提供に努めてまいりたい。

３ 岡山県内市町村立図書館の動向について 資料３

資料に基づき，事務局説明

【委 員】

「専任なし」の市町村立図書館には司書がいないのか。

【事務局】

正規採用職員としての司書がいない事を表わし、臨時採用による司書配置はある。

【委 員】

建設中の高梁市立図書館についてＴＳＵＴＡＹＡにより運営されるとのことだが、経緯と概要に

ついて何か情報はないか。

【事務局】

高梁市立図書館については、ＴＳＵＴＡＹＡを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（

以下「ＣＣＣ」という。）が指定管理者として選定されている。ＣＣＣ運営の図書館は、武雄市

図書館をはじめ、全国数カ所で展開されている。

ＣＣＣ選定の経緯として、高梁市では市の活性化やにぎわいの創出を目指したカフェの誘致等が

前提にあったこと、付随して図書館の新築を伴うことになったということが大きい。

【委 員】

武雄市図書館のように、コーヒーを飲みながら図書館の本を読めるのか。

【事務局】

そのように聞いている。既存の図書館は資料の閲覧、貸し出しや調査相談に重点を置いていきた

のに対し、ＣＣＣでは本のある空間を活かした賑わいの創出に重点を置いており、その方向性の

違いが話題となっている。また、相互貸借など図書館協力業務について、高梁市はこれまでどお

り継続するとしている。

一方でＣＣＣ運営方式では、図書館で一般的な分類法を用いた配架ではなく書店方式での配架を

採用するなど独自性が売りであり、調整が必要となる部分と思われる。

また、公共図書館間では、図書館運営に関する情報交換が積極的に行われているが、運営手法や

情報、経験は企業秘密となる部分もあり、情報共有面でこれまでどおりとはいかない部分も予想

される。

【委 員】

将来的にＣＣＣならではの良い部分を公共図書館にも取り入れることもできるのではないか。

【事務局】

現在でも、自治体の直営にかぎらず、ＣＣＣ、その他民間企業運営の公共図書館の情報を収集し、

有効な取り組みは導入している。今後も当館でも実現可能なものは積極的に導入していきたい。



【委 員】

具体的に、ＣＣＣ運営の図書館は既存の図書館とどのような違いがあるのか。

【事務局】

ＣＣＣでは空間演出に重きを置いており、高い部分は脚立で出し入れする書架を、見栄えのする

インテリアとして活かし、カフェを併設し、利用者にくつろぎと刺激を与える空間づくりを行う

など、集客に重きを置いている。

こういった点がユニバーサルデザインでの利用、読書・調査研究・調査相談を目的とした既存の

図書館とは一線を画している。

【委 員】

利用者は入館料など、何か対価を求められるのか。

【事務局】

カフェで飲料を注文すれば当然料金が発生するが、図書館利用に料金が発生することはない。

【委 員】

ＣＣＣはどこから収益を得るのか。

【事務局】

高梁市から図書館運営費として指定管理料が支払われると聞いている。

今回は建築段階から関わりを持ちＣＣＣの意見を反映した建築構造となっている。仮にＣＣＣが

撤退した場合でも、ＣＣＣ独自の建築構造は引き継がれるため影響は残る。

【委 員】

現在行われている、高梁市立図書館との相互貸借や、インターネット予約による高梁市立図書館

での県立図書館資料の受渡サービス等は、ＣＣＣ運営になっても当面行われるのか。

【事務局】

これまでどおりの協力業務を行うことになっている。

【委 員】

県立図書館が行っている図書館支援事業はどうか。高梁市立中央図書館には県立図書館からの支

援用図書が１３００冊を年３回の入れ換えで配架されており蔵書の充実に役立っている。これも

維持されるのか。

【事務局】

ご質問の支援用図書は長期一括貸出制度によるもので、小規模な図書館を対象としている。

新館整備後の高梁市立中央図書館の規模が、支援対象に適合するか、今後の動向をみて検討す

る必要がある。

【委 員】

高梁市のＣＣＣが話題だが、玉野市立図書館もＴＲＣ（図書館流通センター）の運営となる。

いずれにしても、良いところは取入れていくべきだろう。

また、開館後、長期的に住民に受け入れられるかが重要だろう。

【事務局】

高梁市の場合、図書館をにぎわいの場にしたいという考えが出発点であり、他県で図書館を活用

したにぎわいづくりの経験があるＣＣＣが選定されたと聞いており、方向性の違いが生じるのは

はやむをえない部分だと理解している。



【委 員】

ネット環境が整備された今日、情報はどこでも手に入るようになった。建築物や空間演出に予算

をかけ、その場所で本を読みたいという環境を整備することも今後の行政の在り方とし必要だと

思う。高梁市の状況を見ながら、良い部分はしっかり取り込んでいってほしい。

４ 図書館システム更新後の新規サービスについて 資料４

５ 平成２８年度 当初予算案の概要について 資料５

資料に基づき，事務局から一括説明

【委 員】

自動貸出機を閲覧室内に設置するのはスペースの問題か。

【事務局】

貸出処理が行われていない図書の持ち出しを検知する機器と一体的な運用をしていることから、

閲覧室内に設置する。

【委 員】

自動貸出機を増設するようだが、既存システムの運用中にトラブルは発生していないのか。

【事務局】

自動貸出機の利用によるトラブルは発生している。主な原因として自動貸出機の処理完了を待た

ずに本を取り出し、未貸出資料の持ち出し防止機器に検知されることがある。

対策として、自動貸出機が処理を完了し、画面にその旨が表示がなされるまで本を取り出さない

よう、注意喚起の表示を行っているが完全に防ぎ切れていない。

今回、増設と共に、利用者の動線と職員のサポートを考慮した場所に移設を行うことでトラブル

の減少を図っている。

【委 員】

スーパーマーケットのセルフレジのように、貸出カウンターの人員削減となるのか。

【事務局】

人員削減を目的とする増設ではない。貸出カウンターでは予約資料の受け渡しを行っており職員

が直接対応する必要がある。また、貸出カウンターにが混雑することが度々あり、付近のカウン

ターでも対応しているが、なお利用者をお待たせしている状況にある。増設と設置場所の変更は

混雑の解消を目的としている。

【委 員】

自動貸出機によるトラブルの発生を考慮して、なお増設するメリットが上回るということか。

【事務局】

当初はトラブルが増加すると思われるが、利用が定着すれば減少すると思われる。また、自動貸

出機と貸出カウンターを利用者が選択でき、待ち時間が減少することで利用者と図書館の双方が

利便性向上の効果を享受できる。

【事務局】

自動貸出機の利用率が５．８％と他館に比べて異常に低く混雑に繋がっている。利用者の動線を

考慮した配置と職員のサポートにより、利用率を向上させ双方の利便性につなげたい。



【事務局】

当館と同程度の担当職員配置で自動貸出機を２台設置している他館では、自動貸出機利用の割合

が５０％程度となっており当館は極めて低い状況にあった。他館の状況を考えると、設置場所に

大きな要因が伺えた。

【委 員】

機械を使う事を嫌う利用者もいると思う。すべての機械化は避けたい。

【事務局】

貸出カウンターはこれまでと人員・対応共に変更は考えていない。一方、職員であっても貸出資

料を他人に知られたくない方もあり選択肢として自動貸出機の増設は有効である。

また、児童書については、主に児童部門のカウンターで貸出を行っている。週末や祝日など利用

者が多い日は、貸出業務に勤務時間の７～８割を費やしており、レファレンス業務や利用者対応

に影響を及ぼしている。既存の自動貸出機を利用する子供も多く、新たに児童カウンターに設置

することでこのような状況の緩和を期待している。

人にしかできないこと、機械が補えることを役割分担し、より快適な環境を作っていくと共に、

県民参加による図書館づくりにつなげて行きたい。

【委 員】

オンラインサービスの拡充は大いに利便性が向上する印象を受ける。多くの利用者に新しい機能

を知ってもらい一層の図書館利用に繋げてほしい。利用者への周知はどのような方法で行うのか。

【事務局】

拡充した機能についての概要を既にホームページに掲示している。更新完了後には、新規サービ

ス、変更点の詳細を掲示し周知を行う。また、報道機関に対して同様の資料を提供している。

そのほかにも館内への掲示や資料配布など周知に向けて取り組む。

【委 員】

操作は難しくないのか、高齢者でも容易に操作できるか。

【事務局】

すでにオンラインサービスを利用している方であれば、メモを取る感覚で難なく操作できる。

【事務局】

システム更新と直接の関係はないが、新規サービスとしてインターネット上でＧｏｏｇｌｅ社が

提供しているＧｏｏｇｌｅマップストリートビューにおいて当館の館内の様子が公開される。

閲覧室はもちろん、有料貸出施設や普段ご覧いただけない書庫・自動化書庫に至るまでご覧いた

だけるようになる。

【委 員】

どのようなメリットがあるのか。

【事務局】

直接来館することが困難で訪れたことがない方をはじめ、多くの方に岡山県立図書館を知ってい

ただくことができる。また、有料貸出施設の室内の様子などを確認してご利用いただける。

【委 員】

書棚に配架されている資料を見られるようになればさらに利便性が向上しそうだ。



【事務局】

画像は高精細であり、撮影時点で配架されていた資料の背表紙も確認できるが、更新は困難であ

る。

【委 員】

ナクソスミュージックサービスによる音楽配信について、図書館でのみ利用できるのか、インタ

ーネットを通じて自宅でも利用できるのか。

【事務局】

当館の利用者登録及びインターネット利用登録を完了している方は自宅で利用できる。具体的に

は、当館の蔵書検索・予約システムにログインし、当該サービスのページから利用できる。

館内・Ｗｅｂ合わせて、同時アクセスで最大２０人が利用できる。

【委 員】

１つの楽曲に対して２０人が聞くことができるのか。

【事務局】

同時アクセスが２０人であり、１曲あたり２０人ではない。接続が２０人を超えた場合は、接続

待ちとなる。

【委 員】

同時２０人は少なくないか。

【事務局】

導入済みの他館の状況を考慮して２０アクセスに設定している。導入館の例として、大阪市立図

書館では、奉仕人口と利用登録者数が、それぞれ当館の約１．４倍と約２．３倍であるが、同時

４０アクセスでのサービスを行っており、概ね待つことなく利用できている。

【委 員】

提供楽曲はクラシックとジャズだけか。

【事務局】

クラシックを中心に１０万枚以上のレーベル、１５０万曲以上を配信しており、いわゆる歌謡曲

は含まれていない。

【委 員】

契約に係る費用はどれくらいになるのか

【事務局】

２０アクセス権の年間契約で約４８万円となっている。

【委 員】

デジタル岡山大百科の横断検索システムは検索時間が短縮されるか。

【事務局】

横断検索システムは、連携先の図書館システムから検索結果の提示を受けて統合的に表示するも

のであり、当館のシステム更新のみで劇的な短縮は見込めない。

【委 員】

マイ本棚について、図書館ではどのような利用を想定しているのか。



【事務局】

蔵書検索を行い、個人の予約可能件数を超える場合、マイ本棚に登録し後日、予約が可能になっ

た際に、再度検索をすることなくマイ本棚のリストを参照し約を行うことができる。

また、これまで要望のあった個人の利用履歴の保存について、県立図書館は今後も主体的に個人

の利用履歴を残さないが、利用者自身が利用した本を登録することで履歴を残すことができる。

【委 員】

履歴が自動的に残るのではなく、利用者自身がその都度リストに登録するということか。

【事務局】

自分で登録していただく必要がある。

【委 員】

マイ本棚機能で作成したリストを他人に見られることはないか。

【事務局】

マイ本棚はインターネットから蔵書検索・予約システムにログインして利用する必要があり、本

人以外に閲覧することはできない。また、個人情報や利用情報はこれまで同様にネットワークか

ら隔離されたサーバ内に保存されておりネットを介して流出することはない。

ただし、利用者の故意または過失により、ＩＤとパスワードが他者に知られた場合、図書館が防

止することはできない。

【委 員】

システム更新は５年毎に行うのか。

【事務局】

５年ごとに行い、前回は平成２２年３月１日に公開した。

【委 員】

利便性につながるサービスであることが分かった。また、今回の機能拡充に対する利用者の反応

について報告をお願いする。

【委 員】

予算について、県立図書館の資料等整備費が減額となっているがこれは基金の減少によるものか。

【事務局】

資料整備費の削減の理由には基金の減少もあるが、蔵書の緊急整備として開館から１０年間新刊

書を中心に蔵書を充実させてきたが、蔵書も１３０万点を超え充実も進んだことから、蔵書を十

分に活用しながら基金の安定的な運営が可能な整備費として見直した事にもよる。

【委 員】

今回の予算設定であれば持続可能と考えているか。

【事務局】

今後も利用状況を注視しながら予算について検証することもあり得る。資料費削減の初年度であ

る平成２７年度についてはこれまでと変わらない利用状況となっている。しかし、資料費削減に

よる影響は短期的には表れ難いことから、影響については今後十分に注視していく必要がある。

【委 員】

新聞記事などによれば、全国的に公共図書館の資料費は減少傾向にあるとのことだがそうなのか。



【事務局】

全国的に減少傾向にある。資料費削減は、図書館運営上、最も深刻な問題の一つである。他県の

例では当初の資料費３億円が現在では３千万円程度、１０分の１にまで削減された例もある。そ

のほかにも２億から３千万弱に削減された県など、新館整備時に大幅に増額された後、急激に削

減されること多々ある。これにより、開館から数年で利用者が激減し、それに伴い予算も削減さ

れる悪循環に陥る図書館が多数ある。

【委 員】

いずれの自治体も財政が厳しくなると、図書館などに影響が出るのであろう。

【事務局】

図書館は資料なしには成り立たない。イベントをいくら開催しても限界がある。利用者は情報を

求めて図書館を利用するのであり、情報の根本である資料が収集できなければ図書館は成り立た

ない。当館は資料費が削減されたとはいえ、１０年間の長期間整備ができたこと、削減後も全国

的にも数少ない１億を超える予算を維持できていることは幸いであり、今後もこれを維持できれ

ばと思う。

【委 員】

最終的に図書館の予算額を決定するのは県議会で決まるのか。

【事務局】

県の財政当局が示した予算案を承認するのは県議会であるため、最終決定は県議会で決まる。

【委 員】

県議会での予算に対する説明では、県立図書館の予算は削減となるが、県全体の図書館ネットワ

ークを活用し、県内公共図書館全体として蔵書の水準が保たれると説明され、納得せざるをえな

かったが間違いないか。

【事務局】

図書館では相互貸借により、お互いに所蔵していない資料の貸し借りを行っている。県立図書館

もこの機能を十分に活かすこと、また、減額された中で、網羅的収集ではなく、いかに県民のニ

ーズに合った資料を選定するかが大切であり、今年度からこの２点について力を入れて取り組ん

でいる。

【委 員】

市町村立図書館も新館が整備され、資料の充実が図られると思われる。そういった意味では、県

全体としては資料の充実は維持されるように見える。岡山県図書館横断検索を利用して、近隣の

図書館にない資料を個人で取り寄せて利用できる。相互利用の活用は今後重要だろう。

しかし、県立図書館は現時点で県民のニーズはなくとも必要な資料を収集し、いずれその資料が

必要となった際に速やかに提供できる体制を整えるのが本来の役割でなければ意味がない。予算

削減を理由に県民のニーズに迎合するのではなく県立図書館本来の役割を果たしてほしい。


