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令和元年度 第 3回 長浜市図書館協議会 会議録 

 

日 時：令和元年 7 月 31 日 午後 2時～午後 3時 20分 

会 場：長浜市立長浜図書館 視聴覚室 

出席者：塩見昇委員・國松完二委員・平井むつみ委員・阿閉正美委員・川瀬寛子委員 

小川淳三委員・藤田浩行委員・田中弘美委員・小西光代委員 

欠席者：美濃部眞弓委員 

事務局：下司館長・伊藤副参事・松山副参事・森副参事・大西主幹 

傍聴者：なし 

 

【開会】 

定数 10 人のうち 9 人出席により会議成立の旨を宣言し、長浜市立図書館管理規則第 18 条によ

り、会長が議長となり会議の進行を行った。 

 

【開会挨拶】 

会 長：本日は、子ども読書推進会議も予定されているので、前半は協議会として、実施プランの

平成３０年度事業評価（案）の協議と利用動向調査の報告を受けたあと、休憩を挟んで、

後半の子ども読書推進会議に入りたいと考えているので、皆さんにご理解願いたい。 

 

【協議事項】 

（１）長浜市図書館基本計画に基づく実施プラン平成３０年度事業評価（案）について 

会 長：平成３０年度事業評価（案）については、小委員会の皆さんには大変お世話になったが、

資料も事前配付されているのでお目通しいただいていると思う。本日は、お気づきの点な

どご指摘をいただいて、全体会議でこの評価を行うこととなっているので、この評価内容

の確認をするのが本日１点目の協議事項である。 

昨年度もそうだったが、この評価内容に今日の会議で確認していただいたことを含めて、

会長名でこのような結果になりましたという文章を添えて報告書として公表することに

なるので、その点は私に一任願いたい。 

それでは、小委員会として検討いただいた内容から、特に小委員会から今回の議論の焦点

になったことや全体会議で問いたいことなどについて、まずは報告願いたい。 

委 員：小委員会は、６月６日と６月２７日の２回開催し、各項目の評価について検討した。Ａか

らＥの評価基準は、長浜市が行政評価など他でも使っておられる評価基準をそのまま使っ

ている。計画どおりに行われているという評価はＢ評価であるので、その辺を基準にしな

がら、今回検討したのは、昨年度より自己評価で上がったり下がったりした部分について

特に議論したうえで評価した。この評価案について特に見ていただきたいのは、Ｃ評価が

付いている項目である。Ｃの基準は課題が多いという評価であるが、自己評価のほうもこ

れまでＢだったのがＣに下がっていたり、Ｃのままだったりと計画どおりにいかなかった

部分がどうなのかというのを中心に見させてもらった。新館が今年開館するので、それに

向けての準備が計画どおりにできているのか見させていただいた。 

いくつか挙げると、まず、児童へのサービスの項目は、Ａ評価を付けている。来館する子

どもたち向けだけでなく、小学校、幼保こども園へのサービスも手厚くなったということ
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で、Ａ評価を付けさせていただいた。 

次に、電子化資料への対応の項目について、前回の協議会でも今年度はシステムが変わる

という報告があったが、前のシステムでは扱いやすかった部分が、新しいシステムでは扱

いにくいものになってしまった。システムが変わったばかりということは５年間同じコン

ピュータを使わなければならず、当初計画されていたいろんな地域情報の公開であるとか、

博物館と連携して市内のデジタル情報を提供するということを使いにくいシステムで新

館以降使っていかなければならない。これまで蓄積されてきた情報を十分活用できるのか

心配な部分もあるので、Ｃ評価となった。本の貸し借り以外に色々な情報をこれまで以上

に発信していこうというコンセプトで新館がオープンすることから、計画の中で考えられ

ていたいろんな地域情報などの発信が積極的にできるとよいのだが、このままこのシステ

ムを５年間使わなければならないのなら、何か手立てを考えなければならないのではとい

うことでＣ評価になった。 

他にも挙げると、Ｃ評価を付けた項目のうち、新館ができてから改めて考えてもいい部分

でもあるが、博物館とか地域の他の機関との連携を進めていく項目については、なかなか

進まなかったことから、Ｃ評価とさせていただいた。 

また、５４番から５６番の北部地域の対応の項目については自己評価ではＢがついていた

が、Ｃ評価にさせていただいた。これは、新館ができて以降の木之本、余呉、西浅井の北

部地域のサービスの拡充について、今後もっといろいろと運営をどうするかなど検討が進

むと良かったのだが、協議会の答申でも触れていたこともあり、もう少し踏み込んで形を

つくれなかったのが惜しいという気がした。 

新館の準備に合わせた資料整理の部分では、大きな開架室ができるのに、そこに入れる資

料の準備が少し不十分であったかなと思う。７４，７５番の計画的な資料整理の項目で、

Ｂ評価にしているが、もう少し資料時間の確保ができるとよかったとのことから、自己評

価と違う形の評価にさせていただいた。 

目標や計画はよいが、実際にはなかなか仕事が進まなかった項目も多少あるので、昨年と

比べてどうなのかという視点で見させてもらった。２日間で２、３時間ずつという限られ

た時間の中で、８６項目について検討したので十分といえないかもしれないが、この評価

案にさせていただいた。 

会 長：図書館が、年間どんな活動ができたのか、自己評価と第三者による外部評価を積極的にや

って公表しなさいというのが、数年前に改定された図書館法の規定の中にある。図書館の

現況を市民に積極的に知らせて、またそれを図書館運営に活かすようにしなさいという図

書館法の規定である。その規定に基づいて今年で４回目になる。 

まずは図書館の自己評価を参考にしながら、外部評価を図書館協議会でやるのが長浜市の

方法である。全体会議で諮る前に丁寧に図書館職員とやり取りをしながら評価をするため

に、小委員会方式を昨年度から取り入れた。そこで検討された案を全体会議で確認する。

小委員会に参加していない委員には、各大項目の最後に書かれているのが小委員会のまと

めてもらった結果であるので、これを協議するのが今日の議案である。 

併せて参考として、自己評価の部分では今年度こういうことができた、また課題としてど

うかという自己評価と比べて、委員から説明もあったように前年度と比較して進んだかど
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うか、Ｃ評価となる項目がなぜそうなのか、Ｃ評価でないが今後の大きな課題であるとい

う報告を受け取った。 

２、３行の表現であるが、この評価結果は市民に公開する文章であるので、これで理解で

きるかも大事であるので、わかりやすいかどうかも判断していただきたいし、この評価は

合点がいかないというご意見もあれば出していただきたい。 

まずは小委員会以外の委員さんからご意見をいただき、小委員会の方からもこれについて

はという説明を付け加えていただいてもかまわないので、どんどん意見を寄せていただき

たい。 

委 員：昨年の評価と比べて、厳しい評価になっている。今年は新館オープンを控えて、いろいろ

と大変だったため、こういう評価だったと思うが、結果としてあまり違和感を感じていな

い。昨年いくつか課題に挙がっていたのがあったが、その結果どうなったのかあまりわか

らない。例えば、昨年は「現在、ホームページでの展示や発表・事業の成果の発信は不定

期です。今後定期的に発信する体制を整えます」と書いているが、結果として定期的に発

信するようになったのかというのがわからない。私自身もどのように評価をしていいのか

わからない。 

会 長：進展の具合が良くわかるようにしてはというご意見をいただいた。評価自体に違和感はな

いということだが、表現やわかりにくさとかはあると思われる。この報告書はこの形で公

開することになる。この元になっている計画と見比べるとよくわかるのだが、普通の人が

そこまでやることはないので、わかりづらい部分はある。これを見ただけで図書館の状況

を評価するとこういうことなのかと最小限で分かるようになっている必要はある。 

この表現とかこの他に書き加えたほうがいいとかその他にもご意見をいただきたい。 

委 員：最後に数値目標があるが、これに対して５年前と比べてどうなのか、今年度の目標と違う

ところもあるので、なぜこの数値になっているのかわかるといいと思う。 

会 長：数値目標自体については、直接評価の対象とするというものではないのか。 

委 員：数値目標は、当初計画の５年間の目標として掲げており、これ自体は評価対象になってい

ないが、市民から見るとこれがわかりやすいものではあると考えられる。長浜市で実利用

率の目標値を２５％にしているが、それがどういうレベルのものなのかという説明をまず

してから今の状況を説明するのがよいと思う。行政の施策では、５年間の計画なら途中の

３年目に進捗率を評価するが、図書館の場合は、段階を踏んでいく性格のものとそうでな

いものがあるので、なかなか説明しづらいところではある。 

委 員：この目標が５年後に出てこのまま進んでいくということを考えたら、新館移転前の平成３

０年度の数値としては低いと言わざるを得ない。このことを念頭に置きながら、サービス

評価をすると、できないことになってしまうというのがあって、この評価をしているとき

には、進捗状況を念頭に置かずに評価をしてしまったということはある。この目標を念頭

に置くと、いろんな評価がかなり変わってくる可能性はある。ただし、３１年度にぐっと

増える可能性がある新館ができたときに、どう変わるのかというのがひとつのポイントで

あると思う。 

会 長：これから協議会を進めるなかで、第２期基本計画の策定があるので、その中で、今後５年

を見通してどういうところを目指すのか、そちらで検討していくのかと思う。 
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５年前の数値目標が達成できていないのは事実であり、課題はあるものの設定した目標が

適切だったのかという問題もある。この内部評価の直接の評価対象としてこのことが入っ

ていないというのもあるので、この目標について前書きで触れるかどうか考えているが、

第２期計画策定の課題として捉えていただいて、次回以降の会議でご意見を伺いたい。今

回はこの目標に照らして現状を評価するというふうにはなっていないので、このことにつ

いて委員から補足いただいたということで他の委員にはご理解いただきたい。 

委 員：誰もが利用できる図書館をめざすとあるが、来館が困難な人へのサービス、障がいのある

人へのサービス、子育て世代、高齢者、外国を母語にする人へのサービスなど、これは非

常に重い課題でもあるし、これからの図書館の充実のために、こういう人たちに対するサ

ービスをいかに充実するのが大事なところと思うし、かなりの困難が予想される。 

評価自体について特に意見はないが、来館が困難な人のサービスが自己評価Ｃ、協議会も

Ｃ評価になっている。この意見の中で、まずはできることから始めてはどうかとあるが、

できることは具体的に何かと疑問に思ったのと、外国語を母語にする方のサービスでは、

資料収集が十分でないとあるが、外国書籍を充実させていくということか、文脈だけでは

少し意味がわかりづらかった。 

委 員：外国語を母語にする方へのサービスについて、いろんな言語を使う人たちが図書館を使う

ようになってきたが、ここに冊数が出ているとおり、この冊数ではサービスが十分にでき

ておらず、それをしようと思うと、図書館ではどちらかというと子ども向けサービスが中

心にはじめているのが多いが、その地域に暮らしている人たちの使っている言語の資料を

揃えるのであれば、日本語以外の資料を添える図書費を確保しなければならないし、そこ

にシフトすると日本語の資料が確保できなくなるという大きな問題になる。 

図書館を利用するのが困難な障がい者サービスについては、障害者差別解消法が施行され

ているので、公的機関は合理的配慮ないしは基礎的環境整備のどちらかで対応しなければ

ならないとなっている。いろんな言語の資料を提供するのも課題であるが、この法律の趣

旨に基づき、資料がなくても要求があれば、その都度対応するのが合理的配慮である。た

だ、その場限りの対応をずっと続けていくのではなく、いつ誰が来ても提供できるような

環境を作らなければならないといわれているので、これは大変だと感じている。 

会 長：長浜に住んでいる人々が日常暮らしている国で必要な資料が使えるレベルで揃うのはなか

なか難しく、図書館だけでなく関係機関と協力をという話もあると思う。外国語を母語に

する人々に関して言うなら、長浜ならどういう外国語の人たちをターゲットとして捉える

のか、市の国際交流の担当部署と協力しながら、図書館として特にこの部分を優先して担

うとか、こういうニーズならこのセクションでといった必要な協力体制について考えられ

ると思う。自己評価の現状として外国語を母語とする人へのサービスがどこまでできてい

るのか、あるいは重点的な資料収集の中心はどう変化するのかを説明してもらうのがひと

つ。また、来館が困難な人に対してできることが何か、図書館の現状としてできるのか、

課題としてはそこになるが、具体的に説明を補ってもいいと思う。 

館 長：外国語を母語にする人へのサービスについては、担当課が同じ市民協働部の中にある。昨

年度は一緒にアクションをということで、国際交流のイベントの際に、お出かけ図書館と

して機会を作ることができ、本の紹介や利用者カードを作ってもらうなどができた。ただ、
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図書館まで来てもらい、カードを使って借りるというのを生活の中に取り入れるのが難し

いのかなと感じている。少しずつではあるが数字として２０冊購入すると挙げているが、

足りてはおらず出版流通も難しく手に入りにくい。今までは、ポルトガル、スペイン語圏

の方が多かった印象だが、最近はベトナム語圏が増えているということも聞いているので、

国際交流の部署と協力し、現状把握しながら資料を収集するのが基本になっていくと考え

られる。冊数で評価をしているが、図書館サービスの情報提供を発信する力と資料の多様

さの２つに課題があると考えている。書き込めるようであれば、例えば近年人口が増えて

いる言語について書き振りなど具体的に考えていきたい。ベトナム語圏の方は国際交流ハ

ウスの日本語教室でも勤勉で、日本のことを勉強したい方が多いということを聞いている。

団体貸出をしたこともあり、小さなことからであるが国際交流のサービスをさせていただ

きつつあるということからＡ評価をつけている。 

    来館が困難な方へのサービスについては、できることは何かについて昨年度から検討はた

くさんしてきており、実践できるところからやってもよかったが、一度広げて煩雑になっ

てしまってからそれを閉じるということが難しいサービスである。障害者手帳を持ってお

られる方で、来館が困難な方がはっきりと確認できる方には、これまでも 2 種、4 種郵便

を使って点字本やデイジーを提供してきた。また、精神疾患の方も含めて来館が困難であ

るという判断ができる方には、郵送で対応させていただいている。来館が困難な方という

のは、障がい者サービスの概念では、通常は来館が可能な方でも一時的に来られない方で、

例えば妊娠中でしばらくベッドから離れられない人、怪我をされて今は動けない人でも日

ごろは図書館を使っている人、高齢になってどうしても行けなくなったが本は読んでいる

人など様々な人がおられることが想定される。どれくらいニーズがあるのか予想の範囲が

難しく、それを担当する職員の体制もどれだけ対応できるのかわかりかねたこともあり、

１年かけて検討を重ねたが実践には至らなかった。聴覚障がい者や高齢者で耳が遠い方に

は、これまで大きい声で対応してきたが、そのことに対する苦情もあったことから、でき

ることがあるとすれば、話の内容など配慮が必要であれば大きな声ではなく、筆談の仕組

みはもう少し精査して取り組みたいと考えている。ただし、それには一定の配慮も必要で

あり、単に紙などを用意すればいいというわけでなく、書いてもらった紙の中に個人情報

があった場合、その対応についても職員の理解や応対スキルを上げながら進めていく分野

であると考えている。 

会 長：内部評価について、もうすこし言葉を足してもらったほうがわかりやすいのではと思うが、

できることからはじめたいという表現に落ち着いた経過について説明願いたい。 

委 員：２７の外国語の項目で昨年度も同じところで引っ掛かっていたと思うが、取組の内容に対

してなさったことに対しては、はるかに超えているのでＡ評価である。取組内容の設定そ

のものがどうなのかということが、評価してみて改めて出てきたところである。 

委 員：来館が困難な方でいわゆる障害者手帳を持っておられる方にはいろんな優遇措置はあるが、

話の中で、そうでない方にも範囲を広げた場合、郵送にかかる費用をどうするかとか検討

をしているものの結局決め切れなかった。それほど経費をかけなくてもできるサービスと

いうのを少しずつ広げていくなどいろいろ検討するなかでなかなか決まらないのでこう

いう書き方になった。 
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会 長：このままでは言わんとすることが少しわかりづらいので、もう１行加えることはできると

思うので、もうちょっと言葉を足してもらえることがあるのなら、会議が終わるまでにご

提案いただきたい。 

委 員：今年から参加させていただいた。地域と人がつながる知の拠点に向けて、細やかな目標を

立てて取り組んでいただいていることがわかった。子育て世代へのサービスということで

はぐはぐおはなし会などとてもかわいらしい名前を付けられている。赤ちゃんから、高齢

者向けの大活字本など、障がい者、外国籍の方向けのサービスなど、幅広く人生を豊かに

過ごせるために図書館の熱心に取り組んでいただいており、大変勉強になった。その中で

わからないことがあるので教えていただきたい。４番の電子化資料への対応についてＣ評

価になっているが、もう少し詳しく具体的に教えていただきたい。 

館 長：図書館では、読書のように読むだけの資料でなく、地図などデータベースで保存し見ても

らう仕組みを作ろうとしている。紙で持つだけなく電子データとして持つことで、広く見

てもらえるように活用を見込んでいたが、今回コンピュータシステムを更新したところ、

その業者との仕様の捉え方に見解の相違があったため、電子データに対してカスタマイズ

が必要なことがわかり、今のシステムでできることが、今度の新しいシステムではできか

ねるという回答が業者からあった。しかしながら、今後、費用はかかるが、システムのカ

スタマイズや違う方法による資料の電子化について、可能性を模索していかなければなら

ない。紙だけでは保存しきれなかったり、見ていただきにくいものを、電子データにすれ

ば見てもらえる可能性について検討は引き続きしてしなければならない。画像とかデータ

でないと見てもらいにくい資料の保存、収集、公開する仕組みについてシステム頼みであ

ったことから、コンピュータシステムのパッケージの中に含まれていた方法が、システム

が変わってうまく引き継げなかったため、この評価になったということである。 

会 長：コンピュータシステムについては、学校との連携が可能であり、拡張性をもったシステム

が採用できたと書かれているが、新しいシステムで良くなることも当然あるわけである。

ただ、いくつかやろうと思っていたことがうまくいかない要素がでてきた。それは新しい

システムが不十分なのか、選んだときのチェックが不十分だったのか、それも有るだろう

が、そもそも新しいシステムの持っている弱さも実はあったということが、ネガティブな

要素に出てきてしまったということか。 

館 長：具体的に評価の対象にしてきたところなので、しっかりと検証しなければならないと思う

が、システム業者によって本１冊の管理の仕方もまったく異なっている。まったく違うシ

ステム業者から９０万冊近いデータを移行する作業があるが、業者によって得意な分野の

仕組みがあるので、業者の持つ特性をこちらの仕様にあったものにしておく必要があった。 

会 長：④の項目がＣ評価であるが、内部評価でもＣであるが、少なくとも向こう５年間は本来や

りたいものがうまくいかない要素を抱えてしまったというのが事実である。それはそれと

して、その中で変わるべき方法が見つかるか見つからないかが当面の課題である。 

小委員会に出られた委員からその他にご意見はないか。 

委 員：私も一番気になったのは、それを直すのにどれくらいかかるのかとか小委員会でも聞いて

いましたけど、５年間は長いなと思っていました。 

会 長：古い資料のデジタル化とか、ネットで公開するとか、それまで考えてきたことが新しいシ
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ステムでは難しくなったということか。 

館 長：今のシステムでやれるような方法は難しいとわかったので、何か違う方法はないか検討し

ていきたい。 

会 長：新しくチャレンジしようとする事業にとっては、デメリットの要素をシステム改変の中で

抱え込んだということなので、打開できる方法を検討いただきたい。 

委 員：５年間はシステム的に変更することはできないのか。マイナーチェンジもできないのか。 

館 長：５年間はリース期間であり、システムの更新は概ね５年ごとにしていくものである。その

途中でバージョンアップしたり、予算は伴うがカスタマイズをしたりすることはある。シ

ステム業者からの提案で、時代の流れに即してシステムの更新をしたりすることもある。 

会 長：大きな問題でないが、２、３提起しておく。北図書館という言葉が出てくるが、高月図書

館をそう位置づけることになっているが、言葉だけが出てくると固有名詞としてあるよう

に誤解されかねないので、北部の図書館とか北部の拠点館とか、まだ条例改正もしていな

いので、もう少し砕けた表現の方がよいと思う。 

館 長：これを策定した時点では、中央図書館、北図書館という概念でいたが、条例改正も通り、 

    中央図書館は長浜図書館であり、北図書館はそのまま高月図書館としている。役割や機能

はこのように考えているが、カッコ書きなどして補足説明を加えたい。 

会 長：図書館協議会の活用について、５１、５２の項目で、内部評価と外部評価で同じことが出

てくるが、来館者だけでなく来館しない市民の声も生かすとあるが、内部評価の表現が外

部評価でもそのまま使われている。具体的に市民の声はどういう人のことを指すのか、図

書館協議の活用の中でというのは、協議会に参加している市民のことを指すのか分かりに

くいので、もう少し趣旨が分かるようにならないか。会議にかけるほどのことではないと

思うので、直してもらえたらと思う。 

    では、今までの話を含めて、より分かりやすくなるように手直しが可能であればしていた

だき、報告書全体を協議会として確認するということでよろしいか。話の流れと要点を前

書きに盛り込んで、私のほうで作成し、なるべく早い時期にまとまったものを皆さんのと

ころにお送りすることになるので、よろしくお願いしたい。 

 

（２）利用動向調査概要について 

 事務局から、６月と７月の利用動向調査の概要について報告した。 

 

【その他】 

・「みんなの図書館」に掲載された記事の紹介（高月図書館のおもちゃ貸出） 

 

以上 


