
平成 26年度 第１回 岡崎市図書館交流プラザ運営協議会 会議録

１ 開会日時 平成 26年８月８日（金） 午後 2時 00 分

閉会日時 平成 26年８月８日（金） 午後 3時 10 分

２ 場 所 図書館交流プラザ １階 会議室１０３

３ 出席委員 斉藤委員、村上委員、白井委員、渥美委員

山田委員、森崎委員、濱田委員、内堀委員

欠席委員 浦部委員

傍 聴 者 1 名

事務局職員 水越館長、今泉班長、三宅班長、大山班長、三浦班長

小田課長、西浦班長、神谷班長、湯口班長、田中班長

４ 次 第

   ⑴ 議事・報告 

ア 現況報告

イ 施設内飲食店について

ウ その他

⑵ 閉会 



５ 議事・報告の要旨

ア 現況報告について

（事務局より説明）

＜質疑応答＞

（委 員） ただ今の説明の中で、一日平均のりぶら入館者数が 4,884 人、そのうち中央

図書館での一日平均貸出者数が 1,316 人ということは、そのほか多様な形で

りぶらを利用しているということが分かります。

（事務局） その通りです。りぶらには図書館のほかにもホールや会議室を有しており、

イベントに参加された方、会議室をご利用される方などさまざまな利用を目

的に来館されています。

（委 員） このペースですと来年あるいは再来年には 1 千万人になります。さきほど視

察団体が減少した話が出ましたが、1 千万人突破を想定し、りぶらが建物とし

て市民にどう貢献してきたかということを事前にリサーチしておいてはいか

がでしょうか。いろいろな活用法がりぶらにはあるということをもう少しメ

ディアに流し、全国的にも周知されることでりぶらの価値も上がると思いま

す。

（委 員) 2年後には市制 100 周年を迎えますので、絡めて何か大きなＰＲできる材料に

なるといいと思います。

（事務局） このペースですと来年には 1 千万人に達しますので、時期的には 100 周年と

は合致しませんが、折しも徳川家康薨去 400 年の年でありますので大きなイ

ベントを各課各班 1 点ずつのペースで、ジャズ、市民大学、男女共同参画に

係る講演会、セミナー、演劇等企画しておりますが、予算的な問題もありま

すので 100 周年記念事業課と詰めてまいります。予算計上された頃にまた本

会議においてご報告する予定ですが、顕彰 400 年事業、市制 100 周年、入館

者数 1千万人と結びつくように考えていきたいと考えます。

（委 員） りぶらは独自性のある施設、他に無い、先進事例としての施設であると思い

ます。昨年、活性化本部においてシティプロモーション戦略の分析を行いま

した。岡崎市の外部での認知度の調査結果で、市民にとって誇りに思える施

設としてりぶらは上位にありますが、市外部では知られていません。この機

会に外に向かって発信できるような事業をご検討ください。活性化本部では、

今ある既設の施設の価値を活用し、さらに価値化していこうとする岡崎ルネ

ッサンスの活動をスタートさせますので、りぶらが先導となり、文化だけで

なく基地的要素を担っていけるかなと思います。そうなると当然事務局の荷

が重くなると思いますが、それにしては人員増強などがされていないように

見受けられます。再任用という職種が増えてくるとは思いますが、それで果

たして足りるのかなと、これからますます事業としては大変になってくると



思います。

（委 員） 開館される 2 年前から運営に携わらせていただいており、市民からの声を活

かそうと思ってワークショップにも参加しましたが、当時は心が動かされる

ようないろんなアイテムがたくさんあって、わくわくしていました。最近は

発信される情報からあまり積極的に発信されていない気がします。できれば

もっと外にこの施設の素晴らしさを発信したら市民がもっと喜ぶと思います。

常にイメージやビジョンを持ち、市としての長期計画、全体計画の中でりぶ

らの再構築を検討してもらいたいと思います。

（委 員） 5年、6 年経過すると最初の出発点が薄れていく規範があります。再確認する

ことが重要かと思います。まち全体のフィールドが見えてくるといいと思い

ます。

（委 員） りぶら講座を行い、ありがたいことに年々受講者が増えていると聞きますが、

ここだけでなくここをモデルとして東西南北どこでもできて年月を経て定着

していくといいと思います。

（委 員） 合併して 8 年経過していますので、額田図書館の位置づけをパネル展などに

してりぶらの中で情報発信してはどうでしょうか。それと個人的には学校と

いうものの重要性を感じていますので、学校教育との連携についてはどのよ

うにお考えでしょうか。

（委 員） 地理的に恵まれた場所に学校があり、りぶらとの関わりも多く、学校図書館

部などで、プロに学ぶ本の修理の仕方について中央図書館の職員の方に学ん

でいます。6年生ぐらいになれば自分のテーマを持って自分で調べることをし

ます。それが生涯学習につながると思います。市民と同様にこどもたちに向

けたキャッチフレーズを作ってはいかがでしょうか。

（委 員） 最近の大学生が図書館を使っていない傾向にあります。新しい図書館の使い

方が今後展開されるといいと思います。

（委 員） りぶらもお城も高層マンションに囲まれ、埋もれていき、ますます地味にな

っています。エントランス部分に華やぎがあるといいと思います。

イ 施設内飲食店について

（事務局より説明）

＜質疑応答＞

（委 員） りぶら開館当初、コンビニ形態の店舗が入りたがらなかった立地的な理由が

あります。このエリアにおいて 24時間営業に契約上のしばりをかけるかどう

かですが、前の店舗も当初は長く営業していたはずです。あまり 24時間に固

執すると早々に撤退されかねないと思います。



（事務局） 説明にもありましたように、現在契約に向け協議中ですが、営業後の時間変

更は協議により可能としています。また概ね 15 年間を貸付期間としておりま

す。条件として最低でも 5 年間は営業する前提で、その前に撤退する場合は

多額の違約金を設定しています。

（委 員） 私もコンビニを経営しておりますが、3年に 1 回家賃の交渉に来ます。値下げ

の交渉です。柔軟な対応で運用していったほうがよいと思います。

（委 員） サークルＫにはサークルＫの運営のルールがあると思いますが、柔軟な対応

で新たな経営形態をここから作っていただきたいですね。例えばここで働く

人と市民と協働で何かを作っていくことが大事だと思います。

（委 員） 市民活動団体としてコンビニの経営形態に話し合う余地を残していただきた

い。

（委 員） 今までのマニュアルどおりの営業ではなく、せっかくりぶらという公共施設

に入るわけですから佐賀県の武雄市の図書館のように先進的な経営を行って

ほしいですね。

（委 員） コンビニですのでオンライン系のチケット販売は可能だと思いますが、自主

事業や市内のイベント関連のチケットでオンラインに載らないようなものの

販売もあると助かります。文化の拠点と成り得ます。現在市内にはチケット

ぴあが無く、豊田、豊橋へ行かなければなりません。

（委 員） 本を注文したら取り寄せていただけると聞いていますが。

（事務局） サークルＫサンクスはいろいろな要望に応えていきたいと意欲的ではありま

すが、自主事業などの場合、事務局で帳簿を付けているような状況でありま

すので物理的に現実問題として可能かどうか、経営しながら発展していけば

いいと思っています。まだまだ今後店内の研修等が必要になってきますので、

まずはコンビニ経営を重視してもらいたいと思っています。

（委 員） 鳥瞰パース図を見てイートインぐらいに思っていましたが、レストラン形式

であったり、図書館とコンビニのコラボはまず無く、全国的にも珍しい施設

が誕生するんだと思いました。

さきほど言われたコンビニでの本の貸出しに関しては司書としての見地から

申しますとメリットよりもデメリットのほうが多いと思います。返却用ボッ

クスはよくありますが、先進的な試みで貸し出し用ボックスを開発されたと

ころがあるんですが、一旦は運用されたものの実際に使用されるケースが少

なく、現在では自然に使われなくなってしまったようです。

（委 員） 本を取り扱うことに関して資格のようなものは必要ないんでしょうか。

（委 員） 本そのものを扱うことに関しては、誰しも書店に行って本を買い、読みます。

一般常識があれば問題ないことですが、傷んだ本をどうやって補修するかと

か傷まないようにどのように保存するか、分野分けなどに司書といった資格



やノウハウの蓄積が必要です。

（委 員） 心配なのは、どんな本を読んでいるかはその人の思想であったり、思いがあ

りますのでデリケートな問題だと思います。

（委 員） あまりいきなりコンビニに過大な要求をするものは考えものということです。

（委 員） メニューや価格帯も気になるところですが、昨今、岡崎市内には 10 時まで営

業しているお店が少なくなってしまい、仕事帰りに今日はもう少し話したい

と思っても駐車場があってかつ夜遅くまで空いているお店が無くなってしま

い、とても残念だと思っていました。

（事務局） まだ業者からの提案の段階ですが、パスタやカレー、コーヒーといった喫茶

形式の店舗に代表的なメニューでした。価格はコーヒーが 100 円前後、食事

的なものは 580 円ぐらいです。

（委 員） 入口は外側の大きな扉からですか。

（事務局） 今まで使用していた南側のデッキから 2 か所、館内から 1 か所、今回新たに

東玄関にあるフィクスの窓を入口に改装する予定です。

（委 員） サークルＫといえば大きなロゴが有名ですが、サインは出させますか。景観

上の問題は大丈夫ですか。

(事務局) 展開図をみていただくとわかりますように、店内に吊り状の看板であまり華

美でないもの、1 か所は前店のものがありますので電飾のものを認めます。外

看板には基本的にりぶらのコンセプトを重視し、またビスタラインを含め、

景観を害しないようにと伝えてあります。

（委 員） 高校生のマナーが心配です。

（事務局） 図書館サイドからも危惧しております。飲み物など購入したものを持ち込ま

ないかと心配しております。

（委 員） 高校生自身に考えさせる、またこども同士で考えさせる良い機会なのではと

思います。

（事務局） 24 時間体制ですので、衛生面も心配なところですが事業者と相互に補ってい

こうと考えています。

（委 員） 武雄市が全国的に有名になったように、新たな名物となってりぶらが全国的

に有名になっていくといいと思います。

（事務局） 視察も 3 団体より増えると思います。

（委 員） 高校生も含めて市民とともにりぶらを作っていけるといいと思います。

（委 員） 使い手がコミットする街づくりがキーワードとなって、りぶらというのはそ

ういう面で先進を行っていて、そういう体制が岡崎市全体に広まればいいと

思います。

（委 員） 10 月開店を目途に頑張っていただきたいと思います。



ウ その他

（委 員） 障がい者の方がバスを御利用になったときにバスの停留所が坂になっていて、

降りる際に怖い思いをしたという話を聞きました。改修していただければと

思います。また、改修の際には健常者の話だけでなく当事者の話も聞いてい

ただきたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。

（委 員） 新駐車場を今年度中に供用開始と聞いておりますが、駐車台数が減少傾向に

ある中での建設ですので、駐車場のみではなく中心市街地の活性化になるよ

うないろんな運用をたくさんの人と協働して活用していくべきだと思います

ので管理や活用方法をどうすべきかを完成前に検討していく機会を設けてい

ただきたいと思います。


