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平成２９年度 第２回岡山県立図書館協議会

日 時：平成３０年２月２３日（金）１４：００～１６：００

場 所:岡山県立図書館 サークル活動室

出席者 ○ 委員：貝原委員、土井委員、二部野委員、花房委員、道広委員、宮野委員、八束委員

○ 県立図書館：狩屋館長、嶋田副館長、森山総括参事（資料情報課長）、清友総括参事（サ

ービス第二課長）、林総括参事（サービス第一課長）、笠原図書館振興課長、竹本総括

主幹

欠席者 ○ 小野委員、伐明委員、武田委員

１ 開会

２ 開会あいさつ

県立図書館 狩屋館長 挨拶

３ 協議・報告

(1) 平成２９年度事業概要 資料１

資料に基づき、事務局から説明

【委員】

県内中高生による企画展示に関して、第５期で本校も担当した。以前は紙に書かれた感想を後日まと

めてもらい、持ち帰っていたかと思うが、今は展示期間中にホームページから見られるようになってい

て、生徒も先生も「反応が分かってうれしい」と喜んでいたことをお伝えしておきたい。また、としょ

かんクイズに関して、「としょかん」が平仮名になっているので、対象が小さなお子さんなのかなと思

うが、いろいろな高校の図書館でもクイズは人気のある企画となっているようだ。記念品の缶バッチも

かわいくて、大人でも欲しくなる。１７６人の参加はすごい数字だ。

【事務局】

缶バッジは、バックヤードツアー参加者にも記念品としてお持ち帰りいただいている。さほど高価な

ものではないが、大人にも子どもにも喜んでいただいている。

【委員】

県内中高生による企画展示に関して、間が空くことなくきっちりされていて立派だと思うが、これは

お手上げ方式で募っているのか。先々まで決まっているのか。

【事務局】

県内の学校に募集の案内を送り、応募のあったところをブロックに分けて実施している。その学校が

年度によって希望する、しないということはあるが、全体としてブランクが出来てしまうということは

ない。コーナーは、３校・３面が基本だが、申込みが少なかった場合には、２校・２面で広く使っても

らうことはある。今のところは、当館から特にお願いをしなくても継続的に実施できている。

【委員】

新聞記事に関する展示を募集するのもＮＩＥの観点からは良いと思う。

【委員】

行きたかったなあと思うタイムリーな企画がいっぱいだ。自分が住む地域では、登録をしておけば、

例えば、祭りがあるといった情報、赤ちゃんに関する情報が１～２週間おきにスマートフォンに届く仕

組みがある。こうした仕組みがあれば、県立図書館の情報を探しに行かなくても、それを見て調整して

行こうとする人が増えるのではないか。

【事務局】

メルマガは毎月配信しており、パソコン、スマートフォン両方に対応している。

【委員】

配信されるのは登録した人だけであるので、存在を知らない人もいる。
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【事務局】

Facebook、twitterも開設している。ホームページに関して言えば、スマートフォン対応とするため

には経費がかかるということもあり、今後の課題として検討していきたい。

(2) 平成３０年度当初予算案の概要 資料２

資料に基づき、事務局から説明

【委員】

積立金は、積み立てているものを少しずつ使っていくということか。将来的に決まっているのか。

【事務局】

資料の「岡山県図書館等整備基金積立金」は、基金にその運用益やふるさと納税の寄附金を積み立て

るというもので、「資料整備費」は、基金から取り崩して支出していくという意味だ。基金は段々少な

くなってきていて、今のままでは平成３６年には枯渇する見込みであるため、本庁を通じて財政当局に

積み増しを毎年お願いしている。最終的には議会で決定するものだ。

【委員】

教育委員会の中のお金をやりくりするわけだから難しいと思う。開館当初は見込みを立てていたと思

うが、そうしたやりくりができなくなってきているのは事実だと思う。

【事務局】

一番多いときで３５億円くらいあったが今は８億円くらい。元が減ってきているので運用益も少なく

なっている。

【委員】

児童書の全点収集は続けてほしい。

【委員】

新刊の購入は、実績に基づいて選定するのか。

【事務局】

類書の精選ということになる。元々は、新刊図書の７０％収集という方針があり、今の時点、１億

２０００万円の規模では５０％くらい。それがまた下がるわけだが、類書の精選をしながらしのいでい

きたい。

【委員】

高価なものもあると思うので、県立図書館にも市立図書館にもあるものであれば、相談して融通し合

うようになればよいのではないか。

【事務局】

市町村立であれば、人気の一般書、文学書などは複数冊購入しているが、県立図書館は一点という原

則がある。そうは言っても、県立として、専門的な、調査業務的な資料という役割分担はあると思うが、

利用者に来てもらえない図書館というのもどうか。公共施設であるので、来ていただいてこそという部

分もあり、そのあたりを見極めながらということになってくる。

【委員】

新聞で危険信号を発していた。危機感を与えて感化していかないといけない。

【事務局】

資料費の削減は、今のところ大きな影響は出ていないが、すぐにではなく、これから先じわじわと何

年か経って出てくるものと思われる。

【委員】

元々は基金で運用するという考え方で来たのか。

【事務局】

過去、運用益が何千万円という時代にはそれで賄われていた部分はある。

【事務局】

バブル期の高金利の時代、１０年経ったら貯金が２倍になるという時代もあった。利子で資料費を賄

っていこうという夢のような時代だったと言える。



- 3 -

【事務局】

元々は、新しい建物を建設する費用に使うということもあった。民間からの寄附、税収が豊かな時代

の県費の納め先として使われていたが、それらが一切入る方を断たれて、出る方だけが残り、厳しい運

営が続いている。

【委員】

費用対効果をしきりに言われるが、このようなものはそれが出にくい。岡山がいかにもうけるかとい

うことが前面に出ると、教育、福祉の分野は厳しい。

(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】

高梁市図書館は、来館者数は増えた一方で、貸出冊数はそうでもないとのことだが、瀬戸内市民図書

館、新見市立図書館との差は何か。

【事務局】

高梁市図書館の来館者数については、駅に隣接しており、待合いなどでの入館もあるという要素が働

いている。貸出冊数が伸び悩んでいるのは、資料費が図書館費全体に比べると低い水準にあり、来館者

数が多い割には貸出冊数がそれに対応する程度にはなっていない。

【委員】

何か販売をして、収益があるのか。

【事務局】

そうだ。同じ建物の中で、図書館運営も行っているし、書籍・雑誌の販売も行っている。スターバッ

クスのカフェが売り物となっている。

【委員】

これも新しいやり方で、黒字が出れば、それはそれで良いということか。

【事務局】

ＣＣＣ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、高梁市以外にも、海老名市、武雄市、

多賀城市、周南市と全国に段々と増えてきている。いずれもカフェを併設して、書籍の販売等も行って

いる。

【委員】

運営が平成３４年３月３１日までとなっているが、ＣＣＣが撤退したら後はどうなるのか。

【事務局】

そこの部分は見えない。他社が実際に運営できるかどうか。建物があのような形状だと運営できる業

者というのは推して知るべしみたいなところがある。

【事務局】

指定管理者制度全体に言えることで、ペイしないと思えば業者は引き上げていく。元々は直営だった

のであるから、維持するのであればそういう方法を取るのではないか。

【委員】

カフェのスペースが広くて、図書館のスペースはさほど無く、展示方法はとても見やすいが、冊数が

少ない感じがする。

【事務局】

冊数についてはお話のとおりで、資料費などの数字にも表れている。運営が図書館に限定せず、著名

人を呼んでの講演会などイベントが非常に多く、にぎわいの場となっている。

【委員】

市町村は人口流出が激しいので引き留めたいというところだろう。

【事務局】

図書館が集客の面で目を付けられ、活用されているということだ。



- 4 -

【委員】

１階は賑っていて、上の図書館部分はそれほどではない感じだ。

【事務局】

自習室は多くの学生が勉強していた。図書館の在り様として、県立図書館は、自習はお断りしている

一方、にぎわい型の図書館では、認めているところが多い。性格上、必然的に貸出冊数にはつながらな

い運営になるとは思う。

【委員】

潤いの場所という感じだ。あの図書館があるだけでも出会いの場とかになっている。

【委員】

自習室の雰囲気は良かった。

【委員】

上の階に遊べるスペースがあるのが楽しいし、子ども連れには助かる。自分が住んでいる町とは相互

返却がないので借りられなかった。

【事務局】

全国どこに住んでいても借りられるが、返却の郵送費は自己負担だ。

【委員】

前回、西粟倉村に新しい図書館が出来るとあったが、その後どうなっているのか。

【事務局】

進展はない。平成３０年度工事に着工。複合施設で図面は出来上がっていると聞いている。図書館施

設が入るが、今までどおり公民館施設のままとするか、条例で図書館とするかは決まっていない。

【委員】

今ある図書室とは別の場所になるのか。

【事務局】

体育館があるあたりに新しい複合施設が出来るそうだ。

【委員】

新見市立中央図書館の読書通帳器は、県内で２例目とのことだが、最初はどこか。この機械はかなり

高額だと思うが。

【事務局】

一昨年、久米南町図書館が導入している。何種類かあるが、一番安い卓上型を導入している。

【委員】

読書通帳は貯金と同じように励みになる。高梁市図書館については、高梁市もお金を出している。指

定管理にするということは、企業が撤退するということも含めてやっていくということだ。高梁市が引

くと業者も引いていく力関係だと思う。どこもそうなってしまっている。指定管理と言っても持ち出し

をしなければならない。

【委員】

少し前の新聞に、講談社とＫＡＤＯＫＡＷＡが自治体向けの電子図書館サービスに乗り出したとあっ

た。今までは、自治体が貸し出しできる電子書籍があまりにも少なかったため、手を出しにくかったら

しいが、かなり広がるのではないかという記事だった。まだまだ先の話かもしれないが、どこかの時点

で検討していかないとならないのではないかという気がする。個人的には紙が良いのだが、車の運転が

できず、最寄りの図書館でさえ行けないお年寄りも増えてきている中、どこに住んでいても同じような

サービスが受けられるのが良いのと思うが、将来的な見通しはあるのか。

【事務局】

電子書籍については、アメリカでは９割以上の図書館が導入している。そこに供給する最大手のベン

ダーにオーバードライブという業者があって、そこを楽天が買収して日本でも展開しつつある。日本で

の展開がそれほど進んでいない理由としては、欧米と比較した場合、出版社の姿勢であったり、多くは

中小零細であること、図書館向けに供給されるコンテンツが非常に少なく、新刊が供給されにくいこと。

それから、個人向けと異なって、図書館向け販売価格は紙の本の３倍程度する。資料費のこともにらみ

ながら、紙の本と電子書籍をどうしていくか、今は研究段階だが、まだ先の話かなという感じがしてい

る。
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【委員】

講談社やＫＡＤＯＫＡＷＡが入ることで新刊が供給されると思うが。

【事務局】

そのあたりは視野には入っていると思うが、具体化はまだだ。

【委員】

中国地方の自治体で導入されているところはあるか。

【事務局】

浜田市（島根県）、府中市（広島県）、萩市（山口県）が導入済みだ。

【事務局】

全国でも５０何館、１％を切っているくらいだ。

【事務局】

都道府県立では、秋田県立、山梨県立と東京都立で若干。ただ、どうしても冊数が少なく、導入時に

１０００点とか入れてもそこから伸びないので、利用が止まってしまう傾向がある。電子書籍は紙に比

べて、読み上げなどがその場で出来るとかいろいろなメリットもあるが、いかんせんコンテンツ数と金

額がネックになっている。

【委員】

自分の著書で何冊か電子書籍になっているものがあるのだが、出版社から２３０円とか入金がある。

振込手数料の方が高いのではないか。これは何なのだろうかと思う。著作権問題とかどうなるのだろう

か。書き手の側としたら、文藝春秋の社長が、図書館は文庫は買わないでほしいという報道があったが、

文芸家協会などでは、切実な問題で、書き手が食べていけなくなっている。児童書のような零細の書き

手は特にそうだ。出版社側もリスクを書き手に押し付けてくるので、印税支払いを渋ったり、初版を半

分しかくれなかったり、年々締め付けが厳しくなっている。一年二年かけて一冊本を書き上げて、そう

いう方向に進むと、書き手の生活はどうなるのか。町から書店がなくなっていくのも寂しい。気軽に何

の制約もなく誰の目もなく子どもが自由に魂の世界をさまよえる場所であったのに、書店がどんどん消

えていき、出版業界もそういう形でうねっているので、書き手へのしわ寄せも段々厳しくなっていく。

一部のベストセラーの書き手はわーっと話題になるが、反面、食べていけない人も大勢出てきているの

で、どうなっていくのだろうかというのが正直なところだ。

【事務局】

その話に関連して、新刊点数は年間８万点程度に高止まるが、１点当たりの刊行冊数が少なく、本が

収集しにくくなっているという側面もある。毎週本が図書館に届いて、見計らいと言って、現物を見て

選定を行っているが、本が図書館までたどり着かないということが問題になっている。また、直販とな

って、元々流通で流れていたものが流れなくなっている。宅配便も値上がりしている。そうした宅配料

金や輸送費用などの経費の問題で、出版社、卸から書店に至る流通が厳しくなって、逆に書店側がそう

した経費を払わなければならなくなるという話を書店から聞く。

【委員】

大学の医学部で使う雑誌や洋書のほとんどは電子ジャーナルや電子書籍という流れになっていて、全

体的にそちらの方向に向かう中で、図書館がどういう役割を果たすかが大きな問題だ。

【委員】

電子書籍は、読んでいるときは夢中になるが、消えていく。本だと書棚に並んで、再び出会うことが

出来る。日本文芸家協会の冊子の中で、岩波書店の社長が、「本は良きものと信じる人たちの集団のた

めに本を残していく。本は良きものと信じる人たちを増やすための活動をしていきたい」とあり、感動

した。図書館も本は良きものと信じる集団として、一生懸命子どもたちに薦めてくれているので、本は

消えないものだという気がしている。
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【委員】

我々も本は一生残るものだと思ってきた。このように変わっていく中でも、本が場所を取って、絶対

必要なものだけ残していっても、図書館も書庫もいっぱいになるので、これをどうするのかという話も

ある。アメリカのように日本も安く提供できるようにして、いずれタブレットで本を読むのが当たり前

という子どもたちが増えてくるわけだから、そういう方向に本気で考えないといけない。中国人は、「現

金が無いと物が買えないのは遅れている」と言っていた。急激に電子化されていくので、日本だけおい

てけぼりにされるのではないかという気もする。ヨーロッパはそうでもないかもしれないが、発展途上

国はおそらく一気にそういう方向に進んでしまう気がする。県立図書館がどうのこうのという話ではな

いが。

【委員】

瀬戸内市民図書館の受賞は、何を評価されてのものなのか。

【事務局】

７年くらい前から館長を公募し、友の会も作られており、計画段階から市民が入って、図面から一緒

に作っていったという点が非常に評価されたと聞いている。運営についても市民が関わっている。建物

のデザインも評価項目の一つだが、一番は、計画から運営までという点のようだ。民間団体主催の図書

館に関係する大きな展示会である図書館総合展で、オーディエンス賞という会場に来られていた方から

の得票も一番多かった。

【委員】

高梁市図書館の移動図書館車では、何を売るのか。

【事務局】

書籍・雑誌のほか、日用生活品を地元のドラッグストアと提携して、マスク、洗剤、パンなど、買い

物難民と呼ばれる方を少しでも救おうとの部分もあってのものだ。小学校に行っているものにはそうい

ったものは持って行かないが、山の上の方の公民館や施設など、山間部に行くものには日用品が加わっ

ている。

【委員】

人口流出は深刻な課題であり、市の課題に対応することは良いことだ。

【委員】

館長の挨拶にあった、来館者数１００万人、個人貸出冊数１４０万冊という目標値の根拠というか根

本的なものは何なのか。

【事務局】

ここ数年これくらい、あるいはこれ以上の数値で推移しているので、これを少なくとも維持しようと。

そうすれば、全国トップも維持できるというところもある。来館者数１００万人は多いと言われるが、

山梨県立は９０何万人で迫ってきている。そういうところもあって、日本一というものが何か岡山県に

あれば、あるいは続けることが出来れば、にぎわいにもなるし、県民へのサービスもそれだけ強化され

ているということにもなる。独自に作っている指標で、県の指標ではない。

【委員】

目標にするのは、本来は貸出冊数だと思う。

【委員】

毎年新聞にも載るし、誇らしいことだ。予算の裏付けが段々と少なってきているので、よろしくお願

いしたい。

【事務局】

他県へ行っても、自分が図書館職員であるという身分を明かさなくても、「岡山県と言えば日本一の

図書館があるところですね」と言われる。ありがたいことだ。

【委員】

知事にも認識してもらいたい。
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【委員】

認知症患者が多い。２０２５年には７００万人と言われている。世界中どこでも苦しんでいる。認知

症になってしまうと図書館に出向くというわけにはいかないが、なる前に脳を活性化させるという意味

での認知症図書館というものを紹介する。イギリスなどではそういった新しい図書館が出来ている。日

本でも似たようなことをやっているところもあり、瀬戸内市民図書館が回想法か何かの本を入れている。

こういうことも今後考えていかないといけない。お金もかからないので良いのではないか。

【事務局】

当館でも大活字本のほか、高齢者用紙芝居がある。昔懐かしい金色夜叉や黄金バット等を揃えている。

【事務局】

お話のあった呑海沙織先生については、当館主催の研修でも講義をしていただいた。県内では、瀬戸

内市民図書館がいち早く取り組まれ、津山市でも回想法キットの貸出しや音読の取組などをはじめてい

るように、県内でも少しずつ広がっている。

【事務局】

職員と会話するのを楽しみに毎日来られる方がいる。

【委員】

長生きできるのは素晴らしい国だ。秦の始皇帝は、長寿の薬を飲んでいたが、日本は１００歳近くに

なっている。今、６７，０００人くらいが１００歳以上で５０年前の３３５倍くらいだ。前は６０歳に

なると仕事が出来ないと言われていたが、今は６０歳でもまだまだ若い。７０歳でも頑張っている人は

多い。国民皆保険、そして、介護保険もすばらしい制度だ。東南アジアや中国には無いものだ。日本は

頑張っている。暗いことはない。国も県もだが、終末期をどう過ごすかがこれからの課題になる。助か

らない状態でも救急車で病院に行くのか。そうなる前に、自分でこうなったらこうなるということを書

き残しておくとか、そういうことをする方向にこの先なっていくのかなと思う。

【委員】

山陽新聞の子どもたちの作文の中に、学校の図書室に司書さんがいるという記事が出ていた。岡山以

外では当たり前ではないらしい。

【委員】

先日、図書室の司書さんとの話の中で、かつて、子ども読書年の頃はすごく盛り上がって、岡山市の

学校図書館は全校に専任司書が配置されているというのが誇りで、日本で初めての画期的なことだった

が、今は専任職員が退職したら次の人はそうならない方向になっているらしい。岡山で育って、司書さ

んに憧れて司書になったという方に横浜の読書会でお会いして盛り上がった。そういう芽が広がってい

たが、今そのような話を聞いて、危機感を持っている。

【事務局】

県立学校は、まだ維持できている。定数法上の措置が無いとか維持が難しいところがあるのではない

か。

【委員】

パート非正規化が進んでいる。そうなると食べていけない。職務にまい進できない。

【委員】

県内では、全部ではないが司書の配置は進んでいる。ただ、地方交付税の中にまぶしてこられたら、

市町村の財政的判断になってしまう。正規採用ではなく臨時的採用にするとか、時間的に配置するとか

市町村の首長・教育委員会の判断になる。


