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平成 27 年度 第 2 回 岡崎市図書館交流プラザ運営協議会 会議録

１ 日 時 平成 28 年 2 月 12 日（金）13 時 30 分～15 時

２ 会 場 図書館交流プラザ 会議室 103

３ 出席委員 斉藤委員、村上委員、渥美委員、浦部委員、杉浦委員、戸松委員

濱田委員、波多野委員

欠席委員 白井委員

傍 聴 者 なし

４ 次 第

１ 開会

２ 議事

現況報告

３ その他

５ 議事の内容

（事務局） 現況報告

（委 員） 事務局説明の現況報告について、ご意見ご質問等があればお願いします。ま

ず、りぶら入館者数の 27年度実績のうち 12月が前年度に比べ減っていますが、

理由はありますか。

（事務局） 27 年度の 12 月は昨年に比べ減っていますが、例年 12 月は入館者数が少ない

月となっています。むしろ 26 年度が減らなかったという理解でお願いします。

（委員） 本日館内を散策したところ、多くの若い人達がサークルＫで昼食を購入して

いました。明らかに図書館に常時来る人ではないような方も館内で食事をされ

ていました。昼の時間帯だけ見ても様々な人が館内にいた様子から、運営方針

が変わったのかと思いました。いずれにせよ多様な人たちが大勢来て図書館を

利用している様子は良いと思うが、このような階層的な変化をどのように捉え

ていますか。

（事務局） 以前に施設内飲食店の設置に関するアンケート調査と施設の利用ニーズを調

査したことがありますので、今年度か来年度早々にもそのようなアンケート調

査を再度行いたいと考えていますので、そこでまたはっきりすると思います。
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（委 員） いろんな人たちが図書館にくるということがとても大事であり、実際に図書

館に来る人数も増えています。そういう誘いとしてはサークルＫのみならず、

多様な人が参加できるような「りぶら」を作っていくという点で、今後いろい

ろな取組が必要だと思います。

（委 員） サークルＫがファミリーマートとの統合話があるが影響はありそうですか。

（事務局） まだ、そのような申し出はありませんので今のところは不明でございますが、

基本的には親会社と契約しておりますので、親会社の名前に変更契約がなされ

る形になると思います。

（委 員） では、看板が変わるくらいで運営に支障はないだろうということですね。

（委 員） 12 月の入館者が異常な減り方という印象があるのですが、去年が大きく減ら

なかった理由は分かりますか。もう一年前を見ると今年と同じような減り方を

しているのですか。

（事務局） 26 年は全体の利用率、会議室の利用率が極端に減っている中で、ホールの利

用率のみが 11 月と同じくらいの利用率となっております。これは、その月にた

またまホールで催し物があったためと推測されます。25 年度も本年度と同様に

減っております。

（委 員） 図書館の入館者数で見ますと、大きな変化は無いようです。そういう点で大

事なのはいろいろな理由で「りぶら」にきた人が図書館を使っているというこ

とではないかと思います。コンビニ利用もその一因なのでしょうか。

（事務局） ひとつの要因としてはコンビニができたことで、図書館にいた人がサークル

Ｋに入ってまた出てくると見かけ上カウントが多くされてしまいます。入館者

数の増に対して、貸出人数や冊数がそれほど回復していないのはこのためだと

推測されます。

（委 員） サークルＫ効果で入館者数が増えるというのは分かりますが、貸出冊数に直

接リンクするかどうかというのは微妙なところがあると思います。そうした中

で 26 年度に比べて大体の月で上回っている。全体的に経年により微減傾向にな

ると思うのですが、ここまで戻すことができたということは、何かそれ以外に

努力されてきたところがあるのですか。

（事務局） 増えた理由が分かれば、その対策を積極的に進めることができるのですが、
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正直毎月報告を受けて少しずつ回復していることが把握できている状況です。

いろいろなテーマ展示や興味を引くような催しを企画実施しておりますが、や

はりこれはというようなものが見当たりません。今まで減少傾向にあるものが、

いろいろな取組の中で、その効果がじわじわと出てきたものと考えています。

これをやったから増加に転じたという理由は分からないというのが正直なとこ

ろです。

（委 員） この「りぶら」は図書館を核とした多様な活動をする複合施設の出発点とな

っていて、他の図書館もいろいろな機能をつけて発展を試みて、岡崎の後を追

いかけているという状況にある。「りぶら」の 7 年間の歩みの中で、成長の要因

や市民がどのように力をつけてきたかということを、分析する課題を「りぶら」

は持っているのだろうと思う。そのような中でサークルＫを参入させて多様な

活動の一助としたことは評価できると思う。

（委 員） 朝から夜まで「りぶら」で用事があるときは、家に帰らずにサークルＫを利

用しています、ちょっと食べるものがあると違います。

（委 員） 利用しているのは、やはり学生の方が多いのではないですか。

（委 員） 1 週間前にここで大きな会議をさせていただいて、終了後に 10 名で反省会を

サークルＫのカフェスペースで行おうとしたのですが、以前に比べて席数が非

常に減ってしまい、かつ先客もあり残念ながら利用できませんでした。とても

便利に使用させていただいていたのですが、席数を減らしたのは利用がなかっ

たからなのでしょうか。

（事務局） サークルＫのコンビニエンスストアの部分も席でございましたので、そこの

席数が減っております。それと厨房が変わったことによる席数減もあります。

コンビニとしての本来の形態がございますので、まずはコンビニありきで、そ

の他部分にカフェを設置しております。カフェを併設するコンビニとしては本

州では 2 番目となりますが、基本的にコンビニが中心のカフェですので、席数

は付属でついている現状です。

（委 員） 率直な意見として、出発した時点から見ればいかにもコンビニのカフェにな

ってきたなという感じがします。やはり、図書館の中にあるカフェという独自

性を追求してもらうことのほうがコンビニもどきの喫茶店を作ってもらうより
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も、サークルＫにとっても発展の可能性が見いだせるのではないかと思うので、

やはり図書館の中にある語れる喫茶店にするのも大事だと思います。今度経営

形態が変わる際に変化があるのではないかと期待します。

（委 員） 全体的に施設の利用が増えている。12 月に関してもホールの利用率は下がっ

ていない。ホールは収容人数が多いため、利用者数変動の要因に成り得ると考

えられる。貸館の利用率はほぼ満室に近い状況でそのあたりも頑張っていると

思う。全国的に図書館の利用が減り続けている中で、減少が止まり、回復して

いる結果もある。具体的にこれをやったからこう増えるという単純なものでは

ないので、地道な努力を続けている成果だと思う。最初に利用者が多かったの

は新館効果なので、最初に多くてもそこから少しずつ減少するので、経年する

中で減少が止まったというのは素晴らしいことだと思う。

（委 員） 考えてみれば、収容限度があるわけだから限界まで使っていたらそれ以上増

えることのほうが市民にとっては迷惑になるということからすると、使い方の

問題からすると量だけの分析では追いかけることができないと言えます。

（委 員） 子どもの教育に関わっている立場から話をさせていただくと、子どもたちの

家庭環境は様々です。子ども達に小学校の内に学ぶことの大切さや楽しみの基

盤を作らなくてはならないと常に思っています。6 年生では必ず調べ学習を総合

の時間でやりますが、その時に必ず担任がここまで連れてきて「りぶら」の紹

介をしながら、使い方の説明をするなど授業の中に取り込んでおります。それ

に影響を受けて今年は 5 年生も先日中央図書館に来させていただきました。さ

まざまな家庭環境の中にある子ども達に「りぶら」は中央図書館を含め、本当

にいいところだと、本がたくさん読めるということを少しずつ伝えていかなく

てはいけないと思います。「りぶら」に来られない遠い学校もあるわけですが、

資料として図書を貸し出していただく活動も継続していただきたいと思ってい

ます。今後私たちは将来の市民を大切に育てることを課題に取り組みたいと思

っています。

（委 員） 先程、館内で食事をしていた学生が、卒業した後も利用する。小さな子ども

たちがわからないことを図書館のお兄さんやお姉さんが答えてくれることを知

り、将来活用するようになる、市民としての力量を高めていくという点で図書
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館の職員の仕事はとても重要です。ぜひ子どもたちに積極的に笑顔でにこやか

に対応していただくことをお願いしたいと思います。

（委 員） 「りぶら」の会議室の利用率が下がっているという点が気になります。本日

が金曜日なのですが、明日の土曜日に会議室を借りたいと希望してもできない

ことになっているのですが、空室があればお貸しすることはできないのでしょ

うか。

（事務局） 実は、ホールの利用については基本的に 1 年前から予約を受け付けています

が、いつからキャンセル料が発生するかという問題があり、こちらを今年度新

しく整備をさせていただき、基本的に 3 ヶ月前からキャンセル料を取ることと

いたしました。3 ヶ月前であれば次の人が利用したいときになんとかホールが使

える限界の期間ではないかとの考えに拠ります。以前の会議室は 5 日前まで自

由にキャンセルができまして、5 日前からキャンセル料が発生するという形にし

ております。そういうものを全部含めて現在予約システムが愛知県のシステム

を使用しております。そのシステムは愛知県のほうに料金を出してそれにも続

く細かい規定まで設定してそれを機械に入力して、インターネットから見れる

と、そちらを使用しているものですから、簡単に変更ができないということと、

状態を整備させていただきまして、ホールと会議室それぞれのキャンセル料を

それぞれに定めて、いつまでにキャンセルしたらキャンセル料がかかりません

と、はっきり決めましてそれ以降に空いておれば使えるという形にしたんです

けれども、それを前日まで受けるという事になりますと、システム変更とそち

らの対応としてキャンセル料をいくら取るかということもございまして、現在

直前の対応ができないという状況となっております。

（委 員）システムから外して対応するということはできないのですか。

（事務局）それが条例規則でキャンセル料を決めてしまったものですから、その条例と異

なる運用をすることはできません。例えば条例の中にこういう場合はという但

し書きの規定を設ければいいのですが、現在はこのようなルールに定めたとこ

ろなので、しばらくはこの状態でいきたいと思っております。

（委 員） ですが貸してあげたいということであれば、そこはすぐにきちんと対応して

いただいたほうがいいのではないかと思います。
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（事務局） 広く市民に同じ形で周知して、同じ土壌の中でそれぞれが利用するという条

例規則となっておりますので、条例規則に基づいて動いているものですから、

それを違ういろいろな形で運営してしまうと、あの人はいいこの人は悪いとい

うことが起きることが懸念されます。

（委 員） ただ、利用者にとって有益なことであれば、特例規定というものも検討して

みないといけないですね。

（事務局） 現在、システムで運用し、条例もある中での運用でありますので、理解をい

ただきたいと思います。

（委 員） 102 の会議室も事前に抽選ですが、その抽選後も空いていれば使えますか。

（事務局） すぐにお答えできないので確認しておきます。

（委 員） 102 の空き状況はシステムでは分からないようになっていると思うのですが、

問い合わせれば使えますか。

（事務局） 102 は定期利用の抽選を行うため埋まることが多いのですが、空いていること

もあると思います。この件とは別ですが、ギャラリーは正式な貸出の場所では

ございませんので、今言ったルールは全く定めておりませんでした。ギャラリ

ーもこれだけの集客施設ですので、色々な人が使用したいと希望される中、あ

る程度のルールを決めようという事で現在動いております。3 ヶ月前に予約制度

を作るという形にしまして、現在は 3 ヶ月前の 10 日の日にまずは予約を受けま

すよと、そこでまず抽選で埋めていきますよと、そこで最終的に空いた日にち

が今は全く見えない形になっておりますので、それはダメだからシステムで見

えるようにしましょうということを考えておりますので、それと同じように 102

も考えていきたいと思います。

（委 員） 市民が利用しやすいように柔軟に対応していただければと思います。引き続

き、その他の議題の説明をお願いします。

（事務局） その他の説明

（委 員） 3 階の会議室は机が南向きですが、プロジェクターが西向きなので、301、302

を統合した場合は机を西向きにすることはありますか。

（事務局） 現状のままの予定です。

（委 員） 西向きにしていただけたら使いやすいのでご検討ください。それから 100 周
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年事業は民間でもチャレンジ可能な事業がありますけれども、例えば施設の利

用状況を上げるということでしたら、例えばチャレンジ 100 の応募者には優先

的に会場を貸しますというようなことがあったら良かったなぁと思いました。

（委 員） 現在の 301・302 会議室は二つに間仕切りできるようになっていると思います

が、新たな 301 会議室を借りた場合で 1 部屋を二つに分けて使いたいイベント

をやるような場合は今までどおり間仕切りできるのでしょうか。

（事務局） 控室として仕切って使うとかいろいろな使い方があると思いますので可能で

す。しかし、半分だけ貸してくださいというのは今回はなくなります。

（委 員） 利用者が 2/3 は減ってしまうということになるのですか。全て埋まっているこ

とが今まではなかったということでしょうか。

（事務局） 301.302.303 の面積でいいますと 302 が小さくなります。例えば人数が少ない

場合は小さいところから予約されます。302 が先行予約されてしまうと、301 と

302 両方使いたい方が、キャンセルが出るまで入れないためお断りしていたもの

ですから、全体的には利用人数は増えるのではないかと思っています。

（委 員） 入館者数や利用率という数字があったのですが、来年度も目標として具体的

に何かありますでしょうか。

（事務局） 初めて動かしたものですから、目標として数値的には立てていないのですが、

前年度よりも全てを増加させたいと考えております。さらに、アンケート調査

を行いまして、どのような方がどのような目的で利用されるか、改めて検証す

る中で、施設利用者の満足イコール利用者の増加を考えていきたいと思います。

特に 28 年度が市制施行 100 周年でありますので、それが終わると全てが収束し

てしまうようなことが無いようにと考えております。

（委 員） 昨年市長との対話集会に参加させていただき、施設内関係者間の会議を開い

てくださいとの要望を出させていただいたんですけれども、その後何か進展が

ありましたでしょうか。

（事務局） 担当が新しくなる来年度 4 月以降で考えておりますので、またご案内させて

いただきます。

（委 員） 様々な機会で「りぶら」が使いやすくなるような検討をしていただいて次の

見通しをもっていただくと良いと思います。
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（委 員） 素朴な質問ですが、以前無料駐車時間は 3 時間であったのですが、講座に参

加すると 1 時間半から 2 時間くらいになってしまうので、どうしても 5 分か 10

分は出てしまいます。経済的な問題で 2 時間にされたということですか。

（事務局） もともと「りぶら」の駐車台数が少なかったものですから、3 時間の駐車時間

のときは非常に待機の車が多く、多いときには待機の車が駐車場の入口から交

差点まで伸びてしまう状況でした。そこで 2 時間にしたことで回転が良くなり

まして路上待機の車が極端に減りました。それが最大の効果でございます。ま

た、そのお金を払っていただける方が増えたということで経済的には「りぶら」

の利用料金収入が増えたということで効果が出ております。

（委 員） 利用者の方が時間ちょうどに来るか、ちょっと遅れてきてパッと帰られる方

は時間内となるのですが、施設内に長く滞在された方に負担が大きくなると思

うのですが、そのあたりでの変更はないということでしょうか。

（事務局） 今のところは 2 時間でいかせていただきたいと思います。中心市街地の駐車

場としても考えておりますので、「りぶら」だけの駐車場という考え方ではなく

て広く市営 3 駐車場それぞれを同じような形で同じように料金や時間の制限を

考えていきたいと思いますので、2 時間なのか 3 時間なのかというのはまた検討

していきます。しばらくは全体の駐車場をどのように活用していくかというこ

とも併せて考えていきたいと思います。

（事務局） この議論はだいぶ前からある議論なのですが、東駐車場 2 を 1 年前に供用開

始したことで大きく緩和したという一定の効果はありましたが、それでも街中

に駐車場が少ないということには変わりありません。このような場所にあるこ

とで、公共交通機関をご利用いただく方には一定の料金をご負担いただいてい

る現状もございます。だからと言って、車を利用される方にご負担いただくこ

との理由にはなりませんが、多くの方に利用いただくための基準を設ける必要

が生じた折に、実情を勘案して変更させていただいた経緯がございます。

（委 員） いずれにしても街の全体的な駐車場についての問題は検討されるという形で

進んでいくということでぜひそういった点についても、全体的な構想を踏まえ

て意見を出していただければと思います。

（事務局） 今回いただいた様々な意見と内容を踏まえ、今後より良い施設となるよう、
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いろいろな考えを調整いたしまして取り組んでまいりたいと思います。引き続

きみなさまにご協力いただきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

以上をもちまして、平成 27 年度第 2 回岡崎市図書館交流プラザ運営協議会を

閉会させていただきます。


