
平成 29 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 日時

平成 29 年 9 月 14 日（木）午後 4 時～午後 5時 40 分

２ 会場

図書館交流プラザ 会議室 101

３ 出席委員（5 名）

斉藤委員、浦部委員、杉浦委員、戸松委員、波多野委員

４ 欠席委員（4 名）

坂野委員、中村委員、濱田委員、和泉委員

５ 傍聴者

なし

６ 議題

現況報告及びＱＵＲＵＷＡ社会実験について

７ 議事（要旨）

（事務局） 現況報告

（委 員） 図書館の職員が４名減ったということですが、業務が移行したことに伴って

異動したということでしょうか。

（事務局） 昨年度図書館の企画班が担当していた、ジャズコレクション展示室の管理・

運営については市民協働推進課の方に移管しております。岡崎むかし館について

は、情報サービス係の方に係が変わっております。

（委 員） 図書館の蔵書状況について、額田図書館、児童読書活動支援、地域図書館を

含むということですが、小中学校の図書館は含んでいるということですか。

（事務局） 学校図書館は含んでおりません。平成 25 年度まで自動車文庫を行っており、

代わりの事業として、朗読書活動支援業務として、中央図書館から小学校の方

へ貸出している図書があります。児童読書活動支援の資料については、7000 冊

ほど貸出しております。

（委 員） 昨年 100 周年ということで、りぶらサポータークラブの提案で協働事業とし

て「困ったときには図書館へ」の連続講座を開催させていただきましたが、概



要は事業報告には載らないのですか。

（委 員） 図書館の予算計上している分について報告となっていますので、ここには載

せておりません。

（委 員） 「困ったときには図書館へ」は結構な予算を組まれたのですか。

（委 員） りぶらサポータークラブが 100 周年記念事業課に申請して補助金をもらって

行った事業となります。

（事務局） 飲食店スペースについて報告

（委 員） サークルＫが７月 15日と早く撤退しましたがなぜですか。新聞では、サーク

ルＫの売り場と喫茶で家賃がわけてありましたが、分ける必要があったのです

か。

（事務局） ８月中に撤退しなければならない契約で、カウンター等すべて撤去する必要

があったため、サークルＫ側の判断で７月 15 日にお店を閉められました。賃料

については、応募はコンビニスペースとカフェスペースのどちらか又は一緒に

借りるという応募となっていました。

（委 員） 半分ずつで借りる人はいないということですか。

（事務局） 今回募集をかけましたところ、ローソン様１社のみの応募で、合わせての契

約となりました。

（委 員） 11 月の開店ということですけれども、準備によっては前倒しすることも可能

なのでしょうか。10 月 28 日ＱＵＲＵＷＡ社会実験、29 日ハッピーハロウィン

というりぶらとしても大きなイベントを抱えております。早い開店をしていた

だけると、イベントに合わせてコンビニを利用していただけるのではないでし

ょうか。

（事務局） 応募があった時点で遅くとも１１月上旬に開店ということで、多少余裕があ

ると伺っていますので、おっしゃられたご要望をお伝えしたいと思います。

（委 員） 大規模な改修をされているのですか。

（事務局） 冷蔵庫やカフェのカウンター等すべて撤去している状況でございます。

（委 員） 市民にとってはどういうものができるのかというのが、期待をしながら不安

なわけですよね。ですからどんなものができるのか、見えるようなかたちで出



していただければと思います。外見だけでもいいからイベントに間に合うよう

にしていただけるといいなと思います。

（委 員） ホールの設備について、録音設備が開館当時からＭＤが使われているので、

新しい設備を入れていただきたいです。これについては予算に入っていますか。

（事務局） 29 年度予算で機器を更新することはございません。管理上で必要な音源等を

提供していただく際に、ＣＤ－Ｒに落とすような作業は手間がかかっているの

は承知しております。今後新しい設備を取り入れるかどうかは、検討していき

たいと思います。

（委 員） 10年経って、備品等が古くなっています。高額なものもあると思いますので、

長期的な計画を立てていってくださればと思います。

乙川リバーフロント推進課（以下、乙川）よりＱＵＲＵＷＡ社会実験について報告

（委 員） 10 月 27 日土曜日ですが、金曜日から準備をするのですか。

（乙 川） 土曜日の朝７時に準備を始めます。

（委 員） 当日の天候による対応はどうされますか。出店者が自分たちで机と椅子を用

意するということを聞いています、乙川リバーフロント推進課と市民協働推進

課で協力してもらえるのですか。

（乙 川） 資材の準備に関してはまだ検討中ですので、お時間をいただいて考えていき

ます。天候について、少雨は決行となります。判断に関しては、基準を決める

などして周知していけるようにしていきたいと思いますが、対応につきまして

は改めて報告させていただきたいと思います。

（委 員） ＱＵＲＵＷＡの方で備品の貸出ができない場合は、りぶらの倉庫にあるもの

を貸出してくれるのですか。

（事務局） 倉庫にあるものは、館内のイベントで使用できます。あらかじめ数量等をご

相談ください。

（委 員） 市民にはいつ発表がありますか。市政だよりには掲載されていますか。

（乙 川） チラシの製作に入っている段階で、出来具合をみてからの発表となります。

市政だよりには１０月１日号に掲載いたします。

（委 員） りたとの会議では、９月末を目途にチラシを出したいとおっしゃっていまし



た。当日のチラシについてははっきりしておりませんが、印刷できるものをホ

ームページに掲載する予定だと聞いております。

（委 員） 図書館が社会とつながっていくというのが、非常に貴重なイベントだと思い

ます。そうした中で社会実験は、どういう風になれば成功となるのですか。

（乙 川） 来場者数となるが、実際に出店した方のご意見と来場してくださった方のご

意見等を吸い上げたいと思っております。社会実験ですので、イベントという

一過性のものではなく、継続できるのかどうかを見ていきたいと思います。ま

た、今回は本をキーワードにしており、駐車場を使用するなど読む環境を変え

ることで、本に関心、興味を持ってもらいたいと考えています。

（委 員） りぶらの前のバス停もありますが、当日は位置を変えるのですか。

（乙 川） 変更いたします。名鉄バスとの協議で、当日のバス停の案内と路線に関して

の周知は行います。

（委 員） 当日は交通規制も入るみたいですが、今後継続的に行っていくという点では

調整は簡単だったのでしょうか。

（乙 川） 今回はイベントの形となっておりますので、規制は難しくなかったですが、

周辺に住まれている方への周知は随時行っていかなければならないと考えてい

ます。ロータリーを使うなどしておりますので、長い目で見るとお話をさせて

いただいた中では難しいのかなと感じております。

（事務局） 東の駐車場を閉鎖することとなりますので、その際の警備は市民協働推進課

の中で検討しているところですので、決まり次第ご案内いたします。

（委 員） 図書館の集客力をまちづくり全体にといいますが、なかなかそう簡単にいか

ないと思います。ぜひ、この社会実験を成功させていただきたいと思います。

（委 員） リサイクル図書の配布とありますが、多少安くていいので売って、利益を図

書館の資料費にするといいと思います。

（委 員） １号線と矢作川を越えるのが、大変だという印象を抱いている市民もいます

ので、様々な社会実験を行っていただきたいと思います。

（委 員） フェイスブックの書き込みで、乙川のリバーフロントのエリアを歴史的には

菅生川と呼んでいるのではないかという意見がありました。実際には菅生川を

乙川と呼んで、今回のイベントが行われるのかなという疑問を抱いているので



すがどうでしょうか。一部ではありますが、菅生川という名前を使ってほしい

という意見もあります。

（乙 川） 菅生川は歴史的な背景がありますが、管理河川上は乙川というのが正式名称

ですので、そちらを使わせていただいております。歴史的なものは、菅生川と

いう名称で行っているものもございます。

（委 員） ＱＵＲＵＷＡのＱに乙川がありますが、これはどうやって渡るのですか。

（乙 川） 篭田公園からまっすぐ下りたところは、有効幅員 16ｍの橋を架けて参ります。

岡崎城の南側には潜水橋がございますのでそちらを利用していただくことにな

ります。

（委 員） 中央緑道を今回使用すると思いますが、松などの木々は残すかどうかは決ま

りましたか。

（乙 川） 施設の設置との関係や老木で危険なものもありますので多少切ってしまうも

のもございますが、八重桜を含め、木々は残していく方向で進めております。

（委 員） 古本は市民にはどのように呼びかけるのですか。できるだけ本を持ってきて

もらって、図書館ですから、並べられるような空間はありますか。

（乙 川） 今回は、りぶらの協力のもと古本の配布を行います。今後は持ち寄って図書

のフリーマーケットなど行っても面白いと思います。色々なアイディアがある

と思いますのでまた展開できればと思います。

（委 員） リサイクル図書の配布ですが、できるだけ絵本を出してほしいです。

（事務局） 児童書は市内の各こどもの家や公共施設等で需要がありますので、そちらを

中心に活用しております。数に限りがございますので、リサイクル図書で配布

できるかどうかは検討していきたいと思います。

（委 員） ボランティア室にあるリサイクルの絵本等は小学校に回してくださっている

のですか。

（事務局） 小学校は資料費で購入されているのであまり多くはありませんが、学童保育

等の施設に優先的に配布しております。

（事務局） 市内に 40 か所児童育成センター、その他に学区こどもの家がございますが、

すべての館に好きなだけ本を購入できる予算計上ができておりません。児童育

成センターでは、毎日読書の時間がありますので、リサイクル図書が大きな役



割を果たしております。

（委 員） それぞれの家庭に使われていない絵本や本があると思います。市民に呼びか

けてそういった本を持ってきてもらえると、りぶらが図書館として交流する大

事な場所だと思われると思います。

（委 員） 社会実験で歩行者と車の共存とありますが、どのようになったら成功となる

のですか。

（乙 川） 現状は、狭い歩道に歩行者と自転車が走っていて事故が起きています。安全

にという意味で中央緑道の部分では、歩道空間については歩行者のみにして、

車道に 1ｍの通行帯を設けて自転車に走っていただくように考えています。車は

幅員が広いとスピードを出すので、今回はあえて幅員を狭くしてスピードを出

さないように設定しています。自転車はその横をゆっくり走る、歩道は歩行者

のみが安全に歩くというコンセプトで進めて社会実験を行います。

（乙 川） 歩行者共存というのは、歩行者を重視しますので基本的に歩行者がどこでも

歩けるように整備しております。段差等がありませんので、歩行者にとっては

歩きやすいようになっております。

（委 員） 篭田公園と中央緑道の間の信号が、今後全面的に歩行できるようなかたちに

なると聞いていますが、今回の実験ではどうなりますか。

（乙 川） 警察の所管となりますので、今回は実施できません。将来的の整備は中央緑

道に入りやすい交差点になると思います。

（委 員） まちづくりも将来構想が見えるようなチラシを当日配布してもらえるとよい

と思います。

（乙 川） 当日は中央緑道と篭田公園の整備内容を模型にして展示いたしますのでそち

らをご覧いただければと思います。

（委 員） 車中心の道路という概念をひっくり返すのは簡単なことではないと思います。

時間をかけて歩行者優先のまちづくりを進めていく必要があります。

（乙 川） 歩くことで健康につながり、保険料も抑えることができ、寝たきりの方が減

るといったことが考えられますので、いろいろなところに波及できるように歩

きやすい街にしていきたいと感じております。



（事務局） その他について報告、説明

（委 員） りぶら西側の花壇に、地元住民が勝手に花を植えているということがござい

ます。少しずつ規模が大きくなっているのが現状です。協議の上で一定のルー

ルが作れないかなど、管理を検討してほしいです。

（事務局） 近所にお住まいの方が私用に花を植えているということはこちらでも認識し

ております。安城市では地元の住民が市・県と協議して整備しているという事

例もございます。管理、運営上ルールの設定や整備など、こちらも検討してい

かなければならないと考えております。

（委 員） 以前は植える許可をどうするか話し合いましたが、現状は広がってきている

ので放置はできないと思います。

（委 員） 発展的な意見が見えてきたのでありがたいと思います。

（委 員） 本来の使い方に戻って、何らかの決め事をしないとお互いに良くないと思い

ます。

（委 員） 河川敷の管理者の問題もありますので、ぜひ検討していただければと思いま

す。

これをもちまして、平成 29 年度第１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。


