平成 27 年度第２回豊岡市立図書館協議会

次第

日時 H28.3.29 9：30～
場所 豊岡市役所 3-1 会議室
１ 開 会
２ あいさつ
３ 報 告
⑴ 経過報告
7/8 第１回豊岡市立図書館協議会 （豊岡市役所 3-1 会議室）
7/13 副市長協議（あり方検討進捗について）
7/29 市長協議（あり方検討の進め方について）
9/
市議会 豊岡市図書館未来プラン検討会議設置及び運営予算の補正（3,934 千円）
11/19 豊岡市教育委員会定例会
豊岡市図書館未来プラン検討会議設置要綱告示
12/15 第１回豊岡市図書館未来プラン検討会議（市役所庁議室）
・委員委嘱、座長等選出、今後のスケジュール等について
2/23 第２回豊岡市図書館未来プラン検討会議（市役所庁議室）
・現図書館の事業評価について、市民アンケート骨子等について
3/18 第３回豊岡市図書館未来プラン検討会議（図書館本館 視聴覚・講演室）
・現図書館の事業評価、新たな機能付加の検討について
⑵ 豊岡市図書館未来プラン検討会議の開催状況について
ア 検討会議委員（敬称略）
山本
三木
衛藤
木下
西垣
片岡
岡居
田口
中井
木村
岸田

氏
名
順一（ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ）
三恵子（ﾐｷ ﾐｴｺ）
朋絵（ｴﾄｳ ﾄﾓｴ）
公香（ｷﾉｼﾀ ｷﾐｶ）
義嗣（ﾆｼｶﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ）
大介（ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ）
由紀（ｵｶｲ ﾕｷ）
幹也（ﾀｸﾞﾁ ﾐｷﾔ）
久子（ﾅｶｲ ﾋｻｺ）
尚子（ｷﾑﾗ ﾋｻｺ）
尚子（ｷｼﾀﾞ ﾀｶｺ）

備
考
桃山学院大学経営学部教授
図書館ボランティア
豊岡小学校教諭
Sweets＆Book キノシタ経営
FM ジャングルパーソナリティー
株式会社三木屋代表取締役
市外からの定住者
城崎国際アートセンター館長
元民生児童委員
特定非営利活動法人ダーナ 暮らしの学校農楽(の～ら)代表
特定非営利活動法人にほんご豊岡あいうえお 副理事長

イ 全体検討スケジュール
回
第１回
第２回

開催時期
H27.12 月
H28. 2 月

第３回

3月

－

4月

第４回

5月

主 な 検 討 内 容
検討会議設置、委員委嘱、座長等選出、今後のスケジュール
・現図書館の評価と分析① （各委員が評価したものを後日集約）
・市民アンケート調査項目の協議 （最終の質問項目は座長と協議）
・市民アンケート調査項目の報告
・現図書館の評価と分析② （集約結果の確認）
・市民参画ワークショップの意見集約状況の報告
・新たな機能付加の検討①
他図書館の視察
・市民参画ワークショップの意見集約結果の報告
・新たな機能付加の検討②
・市民アンケートの中間報告

第５回

7月

第６回

9月

第７回

12 月

・市民アンケートの最終報告
・図書館未来プラン（案）の検討
・図書館未来プラン（案）の一次集約
・9/25 図書館未来プランシンポジウム（仮称）開催
シンポジウムの内容を踏まえたプランの最終集約

オ 市民アンケート質問項目
カテゴリー
１

回答者情報

２

本・雑誌の利用状況

３

図書館の利用状況

４

図書館の満足度

５

図書館への提案

調査項目
性別、年齢、住所、職業、勤務地、帰宅時間、休日、既婚未婚、
子の有無
読書量、本の入手手段、情報の入手手段
利用経験(有・無)、利用しない理由
利用する館、利用頻度、利用曜日、利用時間帯
滞在時間、交通手段
利用目的
利用内容（資料、フロア、事業）
資料の品揃え（一般書、児童書、郷土資料、新聞・雑誌、AV 資料）
貸出点数、貸出期間の設定
資料の見つけやすさ
図書館の情報提供、開催行事
開館日数、開館時間帯、職員の対応
優先すべきサービス
実施してほしいイベント
レファレンス（調査相談）サービス
職員への要望、場所としてのあり方
図書館資料への要望、図書館施設・設備への要望
自由意見（主体的な関わり方の提案）

カ 市民参画ワークショップ
① 開催日
・3/3 本館関係者ワークショップ（豊岡稽古堂 1-4）
・3/10 分館関係者ワークショップ（豊岡稽古堂 3-1）
・3/9 豊岡総合高等学校生徒との意見交換会（豊岡総合高校）
② 参加メンバー（敬称略）
本館関係者
分館関係者
高校生

氏
名
有田裕子、田村高志、兼先正雄、衣川津弥子、竹内直美、根岸謙次、
宮村さち子、正木詔一、矢崎小百合、米本敬雲
岡本みち子、川見 章夫、小林一郎、坂岡明美、坂岡梨恵、鷹野真佐
子、西村素子、浜本康子、宮下 明子、結城紘一
男子２名、女子６名

⑶ その他 27 年度開催事業について
【図書館まつり】・・・ 別紙１
ア 月日 Ｈ27.10.25（日）
イ 場所 図書館豊岡本館
ウ 主な内容
・朗読と演奏会の夕べ
・ボランティア活動の紹介
・本の交換会

・大人のおはなし会
・手作り絵本＆点字絵日記作品展
・カフェの設置

５ 協 議
⑴ 平成 28 年度図書館運営方針及び事業計画等について
ア 基本的な考え方
①図書館のあり方検討
豊岡市図書館未来プラン検討会議の議論を進める。なお、取りまとめた図書館未来プ
ラン（あり方方針）について図書館協議会の意見を聴取したうえで、翌年度以降の事業
展開に向けて長期予算計画、事業実施計画等を定める。
② 豊岡市子ども読書活動推進計画の見直し
図書館未来プランと連携しつつ、とよおか教育プラン実践計画の「家読」推進活動に
特に重点をおいた事業展開をめざし、豊岡市子ども読書活動推進計画の見直しを進める。
イ 実施事業等（詳細は、
「豊岡市立図書館事業計画一覧」のとおり）
・学校現場、地区公民館（新しい地域コミュニティ）との連携
・図書館ボランティア（朗読、点訳、児童サービス等）の養成とボランティア団体
との連携
・ブックスタート、読み聞かせ事業の推進及びお話キャラバン隊の派遣
・中高校生コーナーの利用促進
・障害のある人へのサービスの充実
・図書館情報システム端末機器更新
・図書館まつりの実施
ウ 資料収集方針 （別紙２「豊岡市立図書館資料収集方針」のとおり）
図書館法の精神に基づき、市民の「知る自由」を社会的に保障する機関として、市民の
要求及び社会的動向等が十分に反映されるよう配慮し、市民の学習、文化、教養、調査研
究、実用及び趣味・レクリエーション等に資する資料を計画的に幅広く収集する。
⑵ 平成 28 年度予算について
科
目
人件費

主な内容及び予算額（千円）

（245 千円） 委員報酬 108、共済費 137

光熱水費 6,357、施設修繕 605、保守点検委託 6,006、
図書館管理費
維持管理委託 577、業務委託 1,758、特殊建物定期報告 276、
（73,889 千円） 照明 LED 化 5,051、システム端末更新 9,684、空調設備更新 29,435、
未来プラン検討 3,070
図書整備事業費
雑誌・新聞 3,366、図書備品 14,548
（20,274 千円）
図書館普及啓発事業費
講師謝礼等 144、ボランティア保険 58
（310 千円）
読み聞かせ推進事業費
協力員謝礼 112、ブックスタート資料 684
（988 千円）
計 （95,706 千円）
⑶ その他

６ 閉 会

堂垣
芝地
事務局（

坂田

田村

與田

有田

結城

鷹野

三木
）

大石

