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雄武町図書館を考える会会議議事録（第 5回） 

                                     

 

【開催要領】 

  １ 開催日時  平成 24年 10月 12日（金）19:00～21:00 

  ２ 場 所  雄武町民センター ２階会議室 

  ３ 出 席 者  １２名 

   《考える会委員》 

     吉田 雄二 委員  安田 将治 委員  宇野 優子 委員   

     小田 嘉幸 委員  本多 芳秋 委員  清水 伸一 委員   

     湯浅 純人 委員  菊地 千秋 委員  金子 徳郎 委員   

     笹原 和広 委員  櫨山 優子 委員  中村 葉子 委員 

   《アドバイザー》 

     慶應義塾大学文学部教授 糸 賀 雅 児 氏 

【会議次第】 

  １ 開 会（事務局） 

  ２ 会 長 挨 拶   

  ３ 議 事 

   【確認事項】 

    （１）第４回会議の振り返りについて 

   【協議事項】 

    （１）ワークショップ意見の検証・協議 

       （アドバイザーからの助言） 

  ４ 閉 会 

 

【配付資料】 

 ○資料１   第４回雄武町図書館を考える会会議 議事録 

 ○資料２   第４回雄武町図書館を考える会会議ワークショップ結果報告 

 ○資料３   雄武町図書館を考える会会議ワークショップ結果 整理表 

 ○      第５回雄武町図書館を考える会会議 進行表等（当日配付） 

 ○      数字で見る日本の図書館（アドバイザー提供～当日配付） 

資料 １ 
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【概  要】 

１ 開  会（事務局） 

 

２ 会長挨拶 

   皆さん、お晩でございます。今日は第５回目の会議となります。前回の 

  「私のつくる図書館」ワークショップでは、皆さんのおかげで約１４７個 

  のキーワードといいますか、内容が出てきました。今日は、その１４７個 

  について、アドバイザーの糸賀様からご助言を受けながら、その内容につ 

  いて検証・協議いただきたいと思いますので、進行についてご協力をお願 

  いいたします。 

 

３ 議  事（会長による進行） 

【確認事項】 

 （１）第４回会議の振り返りについて 

 

（会 長） 

   それでは進めて参ります。早速ですが確認事項ということで、第４回会 

  議の振り返りについて事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

   まず、資料としまして、ナンバーの入っていない進行表から始まるペー 

  パー、それから資料１としまして、第４回会議の議事録、資料２としまし 

  て、ワークショップ結果報告、さらに資料３としまして、第３回会議で行 

  いました「雄武町図書館の問題点は何か」についてのワークショップから、 

  第４回会議で行いました「私のつくる図書館」「どんな図書館をつくりま 

  すか」についてのワークショップ結果をまとめた整理表をお配りしており 

  ますのでご確認ください。よろしいでしょうか。 

   それでは、確認事項の第４回会議の振り返りであります。「私のつくる 

  図書館」につきましては、図書館のコンセプトといいますか基本的な方針、 

  例えば、「どんな図書館にしたいですか」的な意味合いで、３つのグルー 

  プに分かれてそれぞれご意見をいただきました。 

   まず、コンセプト的なものにつきましては、Ａグループでは「楽しさ・ 

  喜び」「集まりやすい・みんなと集える・憩い・交流ができ和が育まれる」 

  が有機的につながり、ぬくもりが生まれる図書館、また、「本がいっぱ 

  い・読みたい本があり・調べやすい・勉強しやすい・知識欲が湧く」とい 
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  った内容があげられ、『知のデパート』とテーマ付けられました。さらに、 

  「行きたい・行って満足できる図書館」「ゆったりとした解放感のある 

  所」、これは落ち着ける場所という意味だと思いますし、「ハイカラ」、 

  これは入ってみたい・行ってみたいという気持ちを誘発するという意味合 

  いであろうと思います。あと、「趣味」ということも挙げられていました。 

   Ｂグループにつきましては、「行ってみたい」「こういう場所で読書が 

  したい」と思える・思わせる場所であるべき、また、「地域の交流の場」 

  「情報交換が期待できる」といった『情報発信の場』であるべき、さらに、 

  幼児から高齢者までのすべての階層の町民が集い、楽しく学習でき、本に 

  親しむことができる場所ということで『知識を知る場所』であるべき、 

  『オホーツクのオアシス』と表現されていましたが、「町の歴史を知る場 

  所」「色々なイベントにより町民が足を運びやすい・また行きたいという 

  意識が持てる図書館」ということで『文化の拠点』であるべきというご意 

  見でした。 

   最後にＣグループですが、『文化・情報の発信基地』ということで、 

  「新たな発見があったり、文化を感じ・世界が広がる、講演会や朗読会に 

  リンクする図書館」というご意見、「明るく開放的、きれい、落ち着く」 

  といったように『雰囲気が良い場所』、さらに、『機能的』『行きたいと 

  ころ』ということで「コミュニティの拠点、子どもの集まる（行かせたい） 

  場所、家族で行きたいところ」といったご意見が出されておりました。 

   次に具体的なものということで、「どんな図書館をつくりますか」につ 

  いてですが、Ａグループからは、「空調が整った『快適空間』」「大きな 

  窓・広々とした空間・高い天井・照明が明るい『解放感のある』施設」 

  「様々な部屋がある『多機能』な施設」「ロードヒーティングや駐車場が 

  広い等『安心できる』施設」「低い・見やすい書架等『便利』な施設」 

  「トピックスコーナー設置・ポップによる本のＰＲやイベントの開催によ 

  る『サービスの良い』施設」「専門知識のある司書」「調べたい・借りた 

  い本がすぐわかる」というご意見も出されていました。 

   Ｂグループからは、「老若男女、年齢に関係なく集える場所」として機 

  能したり、『多様化』ということで「図書館を主軸とした歴史の資料館機 

  能」や、「地元の特産品を活かした軽食・喫茶機能」「何回でも足を運び 

  たくなるような施設」が理想である。また、色々なイベントを通して「絵 

  本の読み聞かせ」や、昔の遊び方などを知らない子どもたちに、「昔はこ 

  ういうことをしていたんだよと言う・言える施設であるべき」、それから、 

  施設がいくらハイカラでも、格好よくても砂漠の中にあっては仕方がない 
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  ということで、利用する人のボランティア組織の中に環境整備委員会的な 

  ものを作って、花を植えたり、畑を作るだとか、より関心が持たれるよう 

  な試みが必要、それから、『施設の顔づくり』ということで、施設がきれ 

  いで感じの良いものであったら、受け入れられ方も違うといったご意見や、 

  「カウンターの高さを一元化しないで、子どもさん・大人・高齢者・腰の 

  悪い方など、それぞれに見合った多様なカウンター整備が必要」「トイレ 

  への細やかな配慮が必要」「玄関は広く、明るいスペースに」「談話室や 

  学習室などの独立化」「語らいスペース」、本の関係については「知恵を 

  絞った借りる人の目線に合った陳列」「冬期間は必然的に荷物が多くなり、 

  一時的に保管するスペースが必要」ということで、機能（ソフト面）が向 

  上すれば施設（ハード面）も引き上げられるというご意見がありました。 

   人的なことでは、『リピーター増を定着させる対応』ということで、 

  「受入れ・担当職員は懐を大きくして、愛情を持って対応する必要があ 

  る」、探したい本があっても誰に聞いていいか分からないということもあ 

  り、「施設に見合った資質なり、対応する際の優しさや笑顔が必要」「規 

  則に縛られた対応ばかりではなく、柔軟に対応できる考え方が必要」とい 

  うご意見が出されていました。 

   Ｃグループは最後の発表で、２つのグループとほとんど内容が重複する 

  ということでしたが、特に、具体策の附属施設ということで、人づくりと 

  いう観点から、子どもたちの学力向上ということを考えた場合、活字にま 

  ず親しませる環境を作って、地域の子どもたちを作ることによって、地域 

  の人づくりを行っていく、そういう施設に図書館をしたいということから、 

  児童センターと図書館をいつでも頻繁に行き来することができる、子ども 

  たちに小さい時から活字に親しむ環境を作ることが非常に大事なのではな 

  いかということが挙げられていました。例えば、子どもたちは声を出しま 

  すので、大人と一緒の空間だと迷惑がかかるので、特別に子どもたちのコ 

  ーナーというか、音が漏れないようなコーナーを設けて、子どもたちが本 

  当に図書館をいきいきと活用できるような、一方で大人たちは落ち着いて 

  本を閲覧したり、読書ができる環境を作って子どもたちを活字に親しませ 

  て、地域の人づくり、地域の活性化につなげていけるような、そういう施 

  設を目指すことも大事ではないかというご意見でした。以上、第４回会議 

  の内容としてご確認させていただきたいと思います。 

 

（会 長） 

   只今の振り返りについて何かありませんか。無いようですので、次に進 



5 

 

  めさせていただきます。 

 

【協議事項】 

 （１）ワークショップ意見の検証・協議 

    （アドバイザーからの助言） 

 

（会 長） 

            それでは早速ですが、これまでのワークショップ意見の検証・協議とい 

  うことで、アドバイザーである糸賀様よりよろしくお願いいたします。 

 

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

            事前事前事前事前にににに資料資料資料資料をををを送送送送っていただきましてっていただきましてっていただきましてっていただきまして拝見拝見拝見拝見しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、皆皆皆皆さんのおっしゃさんのおっしゃさんのおっしゃさんのおっしゃ    

        ることはることはることはることは尤尤尤尤もだともだともだともだと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

            それぞれのグループからそれぞれのグループからそれぞれのグループからそれぞれのグループから出出出出てくるのがてくるのがてくるのがてくるのが、「、「、「、「繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うようなうようなうようなうような施設施設施設施設・リ・リ・リ・リ    

        ピーターがピーターがピーターがピーターが多多多多くなるようなくなるようなくなるようなくなるような施設施設施設施設をををを」」」」ということでということでということでということで尤尤尤尤もなんですがもなんですがもなんですがもなんですが、、、、全国全国全国全国のののの    

        図書館図書館図書館図書館をををを見見見見ていてていてていてていて、、、、図書館図書館図書館図書館ほどリピーターがほどリピーターがほどリピーターがほどリピーターが多多多多いいいい施設施設施設施設はははは他他他他にないとにないとにないとにないと思思思思いまいまいまいま    

        すすすす。。。。図書館図書館図書館図書館はははは、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの条件条件条件条件をををを整整整整えればえればえればえれば必必必必ずずずず繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使われますわれますわれますわれます。。。。これこれこれこれ    

        はははは博物館博物館博物館博物館やややや美術館美術館美術館美術館だとかだとかだとかだとか町民町民町民町民ホールとはホールとはホールとはホールとは違違違違うところですうところですうところですうところです。。。。町民町民町民町民ホールなどホールなどホールなどホールなど    

        はははは何何何何かかかか行事行事行事行事・イベントがないと・イベントがないと・イベントがないと・イベントがないと集集集集まらないんですがまらないんですがまらないんですがまらないんですが、、、、図書館図書館図書館図書館はははは開開開開いていれいていれいていれいていれ    

        ばばばば利用者利用者利用者利用者がががが自分自分自分自分のののの都合都合都合都合のののの良良良良いいいい曜日曜日曜日曜日・・・・時間帯時間帯時間帯時間帯にににに使使使使えるということですんでえるということですんでえるということですんでえるということですんで必必必必    

        ずリピーターになるとずリピーターになるとずリピーターになるとずリピーターになると思思思思いますいますいますいます。。。。    

            それからそれからそれからそれから、、、、博物館博物館博物館博物館やややや郷土資料館郷土資料館郷土資料館郷土資料館のののの展示物展示物展示物展示物というのはというのはというのはというのは、、、、大体一度大体一度大体一度大体一度ざっとざっとざっとざっと見見見見    

        ればればればれば、、、、またまたまたまた来週来来週来来週来来週来ようとようとようとようと思思思思うううう人人人人はあまりいないですねはあまりいないですねはあまりいないですねはあまりいないですね。。。。でもでもでもでも図書館図書館図書館図書館のののの本本本本とととと    

        いうのはいうのはいうのはいうのは、、、、とてもじゃないですがとてもじゃないですがとてもじゃないですがとてもじゃないですが、、、、ざっとざっとざっとざっと見見見見ただけでただけでただけでただけで読読読読みみみみ終終終終わるものではわるものではわるものではわるものでは    

        ないんでないんでないんでないんで、、、、本本本本をををを返返返返しにしにしにしに来来来来たたたた時時時時にににに、、、、又又又又、、、、次次次次のののの本本本本をををを借借借借りていくということでリりていくということでリりていくということでリりていくということでリ    

        ピーターはピーターはピーターはピーターは増増増増えるとえるとえるとえると思思思思いますいますいますいます。。。。    

            図書館図書館図書館図書館のののの３３３３要素要素要素要素というというというという話話話話はははは、、、、前前前前のののの講演講演講演講演のののの時時時時にもおにもおにもおにもお伝伝伝伝えしたとえしたとえしたとえしたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、    

        １１１１つはつはつはつは「「「「施設施設施設施設」、」、」、」、もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは「「「「図書館図書館図書館図書館のののの資料資料資料資料」、」、」、」、もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは「「「「これらをつこれらをつこれらをつこれらをつ    

        なぐなぐなぐなぐ職員職員職員職員」、」、」、」、このこのこのこの３３３３つのつのつのつの要素要素要素要素をどうをどうをどうをどう構成構成構成構成していくかしていくかしていくかしていくか、、、、どういうサービスをどういうサービスをどういうサービスをどういうサービスを    

        したりしたりしたりしたり、、、、どういうどういうどういうどういう機能機能機能機能をををを施設施設施設施設がががが持持持持つかというつかというつかというつかということをことをことをことを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに、、、、３３３３要素要素要素要素のののの    

        中中中中でどれがでどれがでどれがでどれが大大大大きなウェイトをきなウェイトをきなウェイトをきなウェイトを持持持持つのかということがよくいつのかということがよくいつのかということがよくいつのかということがよくいわれるんですがわれるんですがわれるんですがわれるんですが、、、、    

        私私私私がざっとがざっとがざっとがざっと見見見見てててて、、、、大凡大凡大凡大凡ですよですよですよですよ、、、、１１１１対対対対２２２２対対対対７７７７といっていいとといっていいとといっていいとといっていいと思思思思いますいますいますいます。。。。人人人人にににに    

        よってよってよってよって色色色色々々々々なななな見方見方見方見方があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、建物建物建物建物はははは少少少少々々々々使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手がががが悪悪悪悪くてもくてもくてもくても、、、、職員職員職員職員    

        がががが十分十分十分十分なななな力量力量力量力量をををを持持持持っていてっていてっていてっていて、、、、このこのこのこの図書館図書館図書館図書館でどういうことをしていけばいいでどういうことをしていけばいいでどういうことをしていけばいいでどういうことをしていけばいい    
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        かかかか、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でどういうサービスをしていけばいいでどういうサービスをしていけばいいでどういうサービスをしていけばいいでどういうサービスをしていけばいいかかかかがががが判判判判っていればっていればっていればっていれば、、、、    

        少少少少々々々々施設施設施設施設がががが使使使使いにくくてもいにくくてもいにくくてもいにくくても、、、、そのそのそのその分分分分をををを取取取取りりりり戻戻戻戻せるんですねせるんですねせるんですねせるんですね。。。。資料資料資料資料はははは結局結局結局結局、、、、    

        職員職員職員職員がががが選選選選んでいますんでんでいますんでんでいますんでんでいますんで、、、、職員職員職員職員がががが優秀優秀優秀優秀であればであればであればであれば、、、、このこのこのこの地域地域地域地域でどういうでどういうでどういうでどういう資料資料資料資料    

        がががが求求求求められているのかがめられているのかがめられているのかがめられているのかが判判判判っていればっていればっていればっていれば資料資料資料資料もちゃんともちゃんともちゃんともちゃんと選選選選ばれるんですねばれるんですねばれるんですねばれるんですね。。。。    

        だからだからだからだから、、、、ウェイトとしてはウェイトとしてはウェイトとしてはウェイトとしては７７７７割方割方割方割方、、、、図書館図書館図書館図書館のののの良良良良さというのはさというのはさというのはさというのは職員職員職員職員でででで決決決決まるまるまるまる    

        といってもといってもといってもといっても過言過言過言過言ではないんですではないんですではないんですではないんです。。。。今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたようにリピーターはたようにリピーターはたようにリピーターはたようにリピーターは、、、、資料資料資料資料    

        とととと職員職員職員職員がよくできていてがよくできていてがよくできていてがよくできていて、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、施設施設施設施設はははは使使使使いやすくていやすくていやすくていやすくて行行行行きやすいきやすいきやすいきやすい場所場所場所場所、、、、    

        これがこれがこれがこれが辺鄙辺鄙辺鄙辺鄙なななな所所所所だとかだとかだとかだとか、、、、すごいすごいすごいすごい坂坂坂坂のののの上上上上にあったりするとにあったりするとにあったりするとにあったりすると、、、、おおおお年寄年寄年寄年寄りやりやりやりや子子子子どどどど    

        もたちがたくさんもたちがたくさんもたちがたくさんもたちがたくさん行行行行けないんでまずいんですがけないんでまずいんですがけないんでまずいんですがけないんでまずいんですが、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、職員職員職員職員やややや資料資料資料資料がががが充充充充    

        実実実実してしてしてしていればいればいればいれば、、、、そこはそこはそこはそこは繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使われるでしょうわれるでしょうわれるでしょうわれるでしょう。。。。    

            それからもうそれからもうそれからもうそれからもう１１１１つつつつ、、、、博物館博物館博物館博物館やややや美術館美術館美術館美術館とととと決定的決定的決定的決定的にににに違違違違うのはうのはうのはうのは、、、、図書館図書館図書館図書館のののの場合場合場合場合    

        にはにはにはには無料無料無料無料だということがありますだということがありますだということがありますだということがあります。。。。これはこれはこれはこれは図書館法図書館法図書館法図書館法というというというという法律法律法律法律でででで、、、、図書館図書館図書館図書館    

        にににに関関関関してはしてはしてはしては無料無料無料無料でなければならないというでなければならないというでなければならないというでなければならないという無料原則無料原則無料原則無料原則がありますがありますがありますがあります。。。。それとそれとそれとそれと、、、、    

        何何何何かかかか特別特別特別特別なななな行事行事行事行事・イベントがなくても・イベントがなくても・イベントがなくても・イベントがなくても使使使使えるえるえるえる、、、、それからもうそれからもうそれからもうそれからもう１１１１つつつつ、、、、大大大大きなきなきなきな    

        条件条件条件条件になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、１１１１人人人人でフラリとでフラリとでフラリとでフラリと立立立立ちちちち寄寄寄寄ってもそのってもそのってもそのってもその人人人人のののの居場所居場所居場所居場所があるしがあるしがあるしがあるし、、、、    

        家族家族家族家族とととと一緒一緒一緒一緒にににに、、、、おおおお父父父父さん・おさん・おさん・おさん・お母母母母さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒にににに行行行行ってもいいしってもいいしってもいいしってもいいし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは友友友友    

        達達達達とととと連連連連れれれれ立立立立ってってってって行行行行ってもいいってもいいってもいいってもいい、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの居場所居場所居場所居場所があるというのががあるというのががあるというのががあるというのが図書館図書館図書館図書館    

        のののの良良良良さだろうとさだろうとさだろうとさだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、リピーターがリピーターがリピーターがリピーターが多多多多くなるというのはくなるというのはくなるというのはくなるというのは、、、、    

        一般的一般的一般的一般的なななな傾向傾向傾向傾向としてとしてとしてとして、、、、全国全国全国全国どこのどこのどこのどこの図書館図書館図書館図書館でもでもでもでも、、、、良良良良いいいい図書館図書館図書館図書館であればこういであればこういであればこういであればこうい    

        うことがうことがうことがうことが実現実現実現実現できているということですできているということですできているということですできているということです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、今日今日今日今日おおおお手元手元手元手元にににに    

        おおおお配配配配りさせていただいたのはりさせていただいたのはりさせていただいたのはりさせていただいたのは、「、「、「、「貸出密度上位貸出密度上位貸出密度上位貸出密度上位のののの公立図書館公立図書館公立図書館公立図書館のののの整備状況整備状況整備状況整備状況２２２２    

        ０１１０１１０１１０１１」」」」でででで、、、、最新最新最新最新のものですのものですのものですのものです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、日本図書館協会日本図書館協会日本図書館協会日本図書館協会のののの事務局事務局事務局事務局がまとめがまとめがまとめがまとめ    

        たものでしてたものでしてたものでしてたものでして、、、、これをどうこれをどうこれをどうこれをどう見見見見るかといいますとるかといいますとるかといいますとるかといいますと、、、、１１１１番上番上番上番上にににに人口段階人口段階人口段階人口段階というというというという    

        のがあのがあのがあのがありましてりましてりましてりまして、、、、００００．．．．８８８８万人万人万人万人、、、、つまりつまりつまりつまり８８８８，，，，００００００００００００人人人人ですねですねですねですね、、、、人口人口人口人口８８８８，，，，００００００００    

        ００００人以下人以下人以下人以下のののの自治体自治体自治体自治体でででで図書館図書館図書館図書館をををを設置設置設置設置しているしているしているしている数数数数がががが１１３１１３１１３１１３ありますありますありますあります。。。。そのそのそのその次次次次がががが    

        １１１１．．．．００００万人万人万人万人、、、、つまりつまりつまりつまり１０１０１０１０，，，，００００００００００００人人人人ですからですからですからですから、、、、８８８８，，，，００００００００００００人人人人からからからから１０１０１０１０，，，，００００    

        ００００００００人人人人のののの人口人口人口人口でででで図書館図書館図書館図書館をををを設置設置設置設置しているしているしているしている自治体自治体自治体自治体がががが全国全国全国全国でででで４６４６４６４６あることになりあることになりあることになりあることになり    

        ますますますます。。。。雄武町雄武町雄武町雄武町はははは先先先先ほどほどほどほど聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら人口人口人口人口がががが４４４４，，，，８００８００８００８００人人人人くらいということくらいということくらいということくらいということ    

        ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの表表表表でいくとでいくとでいくとでいくと１１１１番左番左番左番左のところになりますのところになりますのところになりますのところになります。。。。人口段階人口段階人口段階人口段階でででで１１１１番右番右番右番右    

        がががが人口人口人口人口がががが多多多多くなりましてくなりましてくなりましてくなりまして、、、、３００３００３００３００，，，，００００００００００００人以上人以上人以上人以上ということになりということになりということになりということになり、、、、これこれこれこれ    

        はははは政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市だとかだとかだとかだとか中核市中核市中核市中核市になってくるんですがになってくるんですがになってくるんですがになってくるんですが、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの自治体自治体自治体自治体にににに    

        おけるおけるおけるおける貸出密度貸出密度貸出密度貸出密度というのはというのはというのはというのは、、、、そのそのそのその図書館図書館図書館図書館のののの活動状況活動状況活動状況活動状況のバロメーターになるのバロメーターになるのバロメーターになるのバロメーターになる    

        んですがんですがんですがんですが、、、、これはこれはこれはこれは人口密度人口密度人口密度人口密度とととと同同同同じじじじ考考考考ええええ方方方方でしてでしてでしてでして、、、、人口人口人口人口１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの貸出冊貸出冊貸出冊貸出冊    

        数数数数なんですねなんですねなんですねなんですね。。。。貸出密度貸出密度貸出密度貸出密度といといといといっていますがっていますがっていますがっていますが。。。。このこのこのこの上位上位上位上位のののの自治体自治体自治体自治体のののの１０１０１０１０％％％％だだだだ    

        けをとってくるんですけをとってくるんですけをとってくるんですけをとってくるんです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、８８８８，，，，００００００００００００人以下人以下人以下人以下のののの雄武町雄武町雄武町雄武町とととと同同同同じじじじ人人人人    
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        口段階口段階口段階口段階のののの自治体自治体自治体自治体がががが全国全国全国全国でででで図書館図書館図書館図書館をををを設置設置設置設置しているしているしているしている数数数数がががが１１３１１３１１３１１３ありありありあり、、、、そのそのそのその１１１１割割割割    

        ということでということでということでということで１２１２１２１２のののの自治体自治体自治体自治体のののの平均値平均値平均値平均値としてとしてとしてとして、、、、人口人口人口人口、、、、図書館数図書館数図書館数図書館数、、、、床面積床面積床面積床面積、、、、ああああ    

        とととと職員数職員数職員数職員数だとかだとかだとかだとか蔵書数蔵書数蔵書数蔵書数、、、、年間年間年間年間にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ本本本本がががが増増増増えるのかえるのかえるのかえるのか、、、、本本本本がががが増増増増えるえるえるえる冊数冊数冊数冊数    

        がががが判判判判ってくるとってくるとってくるとってくると年間年間年間年間のののの資料費資料費資料費資料費、、、、そのそのそのその図書館図書館図書館図書館がががが持持持持つべきつべきつべきつべき資料費資料費資料費資料費のののの金額金額金額金額もももも概算概算概算概算    

        ですがですがですがですが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。先先先先ほどほどほどほど３３３３要素要素要素要素をををを申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、これをこれをこれをこれを見見見見ていただていただていただていただ    

        くとくとくとくと雄武町雄武町雄武町雄武町のののの場合場合場合場合にににに、、、、どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの施設施設施設施設のののの大大大大きさがきさがきさがきさが必要必要必要必要かということですかということですかということですかということです    

        がががが、、、、皆皆皆皆さんのワークショップのさんのワークショップのさんのワークショップのさんのワークショップの記録記録記録記録をををを見見見見ていますとていますとていますとていますと、、、、今今今今のののの施設施設施設施設がががが狭狭狭狭いといいといいといいとい    

        うのはうのはうのはうのは明明明明らかですねらかですねらかですねらかですね。。。。あのあのあのあの施設施設施設施設ではではではでは限界限界限界限界がありますがありますがありますがあります。。。。どうどうどうどう考考考考えてもえてもえてもえても「「「「最低最低最低最低    

        限限限限、、、、本本本本がががが並並並並べられてべられてべられてべられて、、、、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり座座座座れるようなソファーやれるようなソファーやれるようなソファーやれるようなソファーや椅子椅子椅子椅子がががが欲欲欲欲しいしいしいしい」、」、」、」、    

        おっしゃるおっしゃるおっしゃるおっしゃる通通通通りだとりだとりだとりだと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも考考考考えたえたえたえた上上上上でででで、、、、どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの    

        床面積床面積床面積床面積がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、それからそれからそれからそれから蔵書数蔵書数蔵書数蔵書数、、、、特特特特にににに大事大事大事大事なこととしてなこととしてなこととしてなこととして資料資料資料資料でででで考考考考ええええ    

        なくてはならないのはなくてはならないのはなくてはならないのはなくてはならないのは、、、、年間年間年間年間どれだけどれだけどれだけどれだけ新新新新しいしいしいしい本本本本がががが買買買買えるかですえるかですえるかですえるかです。。。。一旦一旦一旦一旦５５５５万万万万    

        冊冊冊冊のののの本本本本をををを入入入入れたらもうあとはれたらもうあとはれたらもうあとはれたらもうあとは買買買買いいいい足足足足さなくてそのさなくてそのさなくてそのさなくてその５５５５万冊万冊万冊万冊をずっとをずっとをずっとをずっと読読読読んでいんでいんでいんでい    

        ればいいということにはなりませんればいいということにはなりませんればいいということにはなりませんればいいということにはなりません。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん５５５５万冊万冊万冊万冊のののの本本本本なんてなんてなんてなんて読読読読みみみみ切切切切れれれれ    

        ませんがませんがませんがませんが、、、、毎年毎年毎年毎年毎年毎年毎年毎年、、、、新新新新しいしいしいしい本本本本がががが出版出版出版出版されますしされますしされますしされますし、、、、常常常常にににに新新新新しいしいしいしい情報情報情報情報をををを入入入入れれれれ    

        ていていていていかなければかなければかなければかなければ意味意味意味意味がありませんがありませんがありませんがありません。。。。特特特特にににに、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの調調調調べべべべ学習学習学習学習でででで考考考考えたらえたらえたらえたら、、、、    

        古古古古いいいい百科事典百科事典百科事典百科事典やややや古古古古いいいい年鑑年鑑年鑑年鑑をををを見見見見てててていていていていてもももも仕方仕方仕方仕方がないがないがないがない訳訳訳訳でででで、、、、新新新新しいものがしいものがしいものがしいものが入入入入っっっっ    

        てこなければてこなければてこなければてこなければなりませんなりませんなりませんなりません。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには職員職員職員職員がががが何人何人何人何人くらいいなければならくらいいなければならくらいいなければならくらいいなければなら    

        ないかないかないかないか、、、、このこのこのこの職員職員職員職員だってだってだってだって勉強勉強勉強勉強しなければならないししなければならないししなければならないししなければならないし、、、、研修研修研修研修をををを受受受受けられるよけられるよけられるよけられるよ    

        うなうなうなうな体制体制体制体制をををを整整整整えなければレベルアップしないしえなければレベルアップしないしえなければレベルアップしないしえなければレベルアップしないし、、、、新新新新しいしいしいしい知識知識知識知識やややや技術技術技術技術をををを入入入入れれれれ    

        ていかなければなりませんていかなければなりませんていかなければなりませんていかなければなりません。。。。こういうこういうこういうこういう条件条件条件条件をををを整整整整えればえればえればえれば、、、、皆皆皆皆さんがおっしゃさんがおっしゃさんがおっしゃさんがおっしゃ    

        るようなるようなるようなるような、、、、リピーターがリピーターがリピーターがリピーターが間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく増増増増えるえるえるえる図書館図書館図書館図書館がこのがこのがこのがこの雄武町雄武町雄武町雄武町にもにもにもにも間違間違間違間違いいいい    

        なくできるだろうとなくできるだろうとなくできるだろうとなくできるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

（会長） 

   ありがとうございました。只今、糸賀様からこれまでのワークショップ 

  協議の内容に対してアドバイスをいただきました。今日は、これから皆さ 

  んにワークショップをしていただきたいと思います。そして、今日の協議 

  に対し、後ほどアドバイザーの糸賀様から色々とご助言をいただきたいと 

  思っています。 

   それでは、これからワークショップを始めますけれども、前回は「私の 

  つくる図書館」ということで、皆さんから１４７個の意見を出していただ 

  きました。前回の記録をソフト面とハード面に分けさせていただき、同じ 

  ような内容のものは１つにまとめさせていただきました。プリントの中に 

  各グループでの話し合いの進め方というものがあります。今日の進め方で 
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  すが、各グループの中で進行役の方を決めていただき、付箋に項目を書き 

  出していただきますが、付箋の色で項目分けします。１４７個の意見が並 

  んでいますが、疑問と思うものは黄色の付箋に書いていただきます。さら 

  に付け足しするとか、開発的意見ということで、こうしたらいいのでは、 

  こういうやり方もあるのではというものは青色の付箋に書いていただきた 

  いと思います。そして模造紙に貼りながら皆さんに協議していただきたい 

  と思います。それでは始めていただきたいと思います。よろしくお願いし 

  ます。 

 

～ ３グループに分かれてワークショップ～ 

 

（会 長） 

   それでは、これから各グループに発表していただきたいと思います。 

    

（Ａグループ） 

   正直なところ厳しい意見が出ていましたが、新しい図書館を運営するこ 

  とに反対している訳ではないということを皆さんご理解いただきたいと思 

  います。黄色の付箋が多くなりました。ハード面の部分ですが、ゆとりの 

  ところにある「広く明るいスペース」についてですが、確かに、きれいな 

  スペースは皆さん欲しいんですが、玄関部に広いスペースが必要なのか、 

  アロマについては、いい雰囲気となり個人的には好きなんですが、中には 

  嫌いな方もいるのではないかということでどうなのかなということがあり 

  ます。多機能という部分ですが、お話部屋・交流部屋・赤ちゃん部屋・集 

  会室・閲覧室・読み聞かせコーナー・静かな部屋・ゲーム部屋・お茶も飲 

  める１人の空間・本を通してお話できる席や場所とありますが、これを全 

  部作ったらどれだけの施設を作らなくてはならないかということです。正 

  直なところ、ゲームとか、附属施設のところにも書いてありますが軽食と 

  か喫茶、これも図書館にはどうなのかなと思います。大きな町であったり、 

  色々なお店があるところの地域に設置している図書館であれば必要でしょ 

  うが、雄武町のようなところで商売をやっている方にとっては、図書館で 

  そういうことをやることによって商売に影響が出るのであれば、町の活性 

  化という部分では逆に本末転倒ではないかというのが正直なところです。 

   全体的に、すべてにおいて適正な規模をということで、立派な物を建て 

  るということではなく、そこの部分をもう少し考えていかなければならな 

  いということで我々は話し合いました。 
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   青い付箋もあるんですが、中央図書館と分館ということで、他の場所で 

  の貸し出しでいえば、中湧別郵便局では図書館から週に１回くらいお薦め 

  の本ということで窓口のロビーに置いてもらい、貸出するサービスを行っ 

  ています。信金、郵便局や漁協といった皆さんがよく出入りするところに、 

  図書館の司書が「今月はこれがお薦めだよ」と何冊か置いていくことがで 

  きないかなと考えました。他の部分は本当に素晴らしい内容と考えており 

  まして、返却ポストを大きくするだとか、どうしても時間内に返せない時、 

  開いているところに、それこそコンビニで返せたり、郵便局や信金を利 

  用して返却すれば図書館の人が回収してくれるシステムが構築できればと 

  考えています。 

   ソフトの面では青色が多いんですが、イベントの部分で色々意見が出さ 

  れました。国立国会図書館や道立図書館から借本を行うということで、先 

  日、糸賀先生からもお話があったんですが、こういうシステムが構築され 

  ているということをあまり知らなかったので、小さな図書館にない本でも 

  簡単に借りられるシステムがあるということをもっと宣伝していただきた 

  いと思います。施設が立派なことにこしたことはないんですが、実態とし 

  て、どのくらいの本がどのくらい借りられているのかということを考えた 

  時に、借りられている本というのは割と新しい人気のある本が多いと思う 

  んです。あまり借りられない本というのは効率的に保管していただいて、 

  よく借りられる本を前面に並べて、借りられない本は倉庫的なところにき 

  っちり並べて、検索システムで探したり、司書に探してもらい、そこから 

  持ってくるというシステムを構築して、町の規模に見合った力の入りすぎ 

  ない図書館にした方が良いのではないかということで、全く借りられない 

  本を並べていて狭いといっていても、それは違うんではないかという意見 

  が出ました。 

   あと、文化の拠点ということで、月に何回か色々なイベントをやり、少 

  しでも町の人が足を運べる、また行きたいという意識が持てる場所にとい 

  うことですが、町のイベントは色々やられていて、月に何回か本当にでき 

  るのかなと若干疑問を感じています。 

   新刊の発行などについて、毎月、広報の後ろの方に小さく記事が掲載さ 

  れていますが、それだけでは少し宣伝が足りないのではないかということ 

  で、広報の他に回覧、広報にはさめるような図書館だよりのようなものを 

  発行するなど、町のホームページや紙媒体での宣伝により利用率を上げて 

  くれるとありがたいと思っています。新刊のお知らせメールに関しては、 

  少し疑問が出たんですが、あまりお金がかからないと思いますので、どん 
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  どんやっていただきたいと思います。やはりソフト面で宣伝を一生懸命や 

  っていただいて、さらに皆さんが利用できるようなシステムを作っていた 

  だきたいというのが我々のグループの意見でした。 

 

（Ｂグループ） 

   ハード面については、やはり行きやすい・過ごしやすいということが大 

  切ですので、エアコンですね、冷暖房が利いた方がいいなということです。 

  やはり図書館なので、図書館のスペースは広く、本を選びやすいのが１番 

  なのかなと思います。適正規模があるんでしょうが。 

   本を座って読めるスペースということで、生徒が勉強できるスペースが 

  必要かなということです。それから、ＡＶ・視聴覚の需要が高いのではな 

  いかということで、普段、家庭で味わえないような大音量で聞きたいとい 

  うこともあると思うので、図書館に聞けるスペースがあればいいなと思い 

  ます。 

   それから、児童館の直近にあり子どもが気軽に利用できるということで、 

  子どもが行くというのは良いことなんですが、児童館のところにスペース 

  はないのではないか、グラウンドを潰さなければならないのではないかと 

  いう疑問が出ていました。 

   それから、中央図書館と分館ということで、これも予算と人員の関係で 

  分館を作るということは難しいのではないか、先ほども言われていた既成 

  の郵便局とかを利用できるのであれば、それが１番いいのではないかと思 

  います。 

   それから、図書館ばかりではない複合文化拠点として考えるということ 

  については賛成ということで、本に興味がない・本をあまり読まないとい 

  う人も多いと思うので、そういう施設があればいいなという意見もありま 

  したが、やはり図書館なので、図書館を主に、複合施設を従と考えるべき 

  ではないかということで、複合施設が半分以上を占めたら、図書館が衰え 

  るというか充実しないのではないかという両者の意見が出ていました。 

   ハイカラという意見については、イメージが判らなくてどんな感じなの 

  かなと疑問に思いました。 

   ソフト面については肯定的な意見が多かったんですが、行ってみたい・ 

  行きたいということは、子どもに行かせたいということで、子どもが学校 

  帰りに寄れる場所、地理的に近いということでしょうが、しかし、幌内と 

  か豊丘・沢木・共栄については、学校帰りに寄れない位置にあるので、フ 

  ォローとして２週間に１回、午後に何冊か巡回させればいいかなと思いま 
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  す。 

   あと、インターネットで検索ができて、本がある・貸出中かどうかが判 

  ればいいなということで、今はそれができるということですので、さらに 

  ＰＲしたらいいと思います。それから、色々な雑誌があればいいと思いま 

  す。本がいっぱいあればいいな、図書館ですからね、本がない図書館は図 

  書館ではないということです。 

   白書とか政府刊行物とかは、どれだけ需要があるか判らないですが揃え 

  るべきではないかということです。 

   あと、高校生とか中学生もそうですが、勉強しやすい資料とかブースと 

  かのハード面があればいいかなということです。 

   総合的に、やはり図書館として本の充実と、本を読むスペースが充実す 

  ればいいかなということです。 

 

（Ｃグループ） 

   「私のつくる図書館」ということで、基本的には、先ほど糸賀先生もお 

  っしゃっていた通り、小さいという中で、ある程度大きな図書館を建設す 

  るという条件の中で、これらに附随する色々な部分も出てくると思います 

  が、その大きい建物の枠がまず最初にイメージされないと、後の部分もイ 

  メージされないということで、とりあえず作るという枠組みの中で話して 

  いかなければならないと思っています。 

   皆さんが先ほどからおっしゃったこととほとんど同じなんですが、これ 

  らを作る我々委員もちょっと勉強が足りないということで、先ほどから聞 

  いている中で、実情が判らなくて判ったふりをして書いているなというこ 

  とがかなりあると思うので、本当はこれをやる前に私たちももっと勉強し 

  ておけばもっと整理されたものができたのかなと反省しています。 

   まず、黄色い部分なんですが、お願いと書いてありますが、施設を作る 

  ということですから、町が腰を上げて新しい図書館を作るということにな 

  りますと、当然、予算というものが出てきますから、お城のような立派な 

  図書館かは判りませんが、どうせ作るのであれば、誰が見ても図書館だな 

  とか、判りやすいとかいう意味でのお願いだと思います。 

   それから、郷土資料室というのがどういうことをいっているのか、例え 

  ば、昔の農機具だとか馬具とかを展示しているようなところが図書館であ 

  るという意味なのか、それとも郷土資料室というのか、もしくは図書館な 

  ので、図書文献の中での郷土資料という意味なのかが判らなかったのでク 

  エスチョンをつけました。 
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   ソフトの部分なんですが、先ほども言いましたが、我々勉強不足でした 

  ので、例えば、いつやっているの・何時までやっているのというのをある 

  程度理解しないままで色々ともうちょっとこうして欲しいと記載していま 

  すが、これらを整理してやっぱり必要だよねということで、コンビニでは 

  ありませんので２４時間やっている必要は当然ありませんので、そういう 

  整理をしています。それらもすべての枠組みの新しい施設を作るという話 

  の中でこれらの中身も充実されてくると思いますので、これらについては、 

  する・しないということを含めて、この委員会で答申するか判らないです 

  が、そういう格好になると思います。ソフトの細かい部分については、皆 

  さんがおっしゃったことと同じ内容です。    

 

（会 長） 

   ありがとうございました。この後なんですが、あと２回ほど会議を予定 

  しています。今日出された意見を次回の会議でしっかりと整理していきた 

  いと考えています。そのためにも、この後、アドバイザーの糸賀先生から 

  色々なご助言を受けて、それを基に次回皆さんと話し合っていきたいと思 

  います。それでは糸賀先生、よろしくお願いします。 

 

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

            今今今今、、、、皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていていていていていて、、、、図書館図書館図書館図書館についてよくについてよくについてよくについてよく考考考考えていただいてえていただいてえていただいてえていただいて    

        いるなといるなといるなといるなと感心感心感心感心していますしていますしていますしています。。。。私自身私自身私自身私自身がががが大変刺激大変刺激大変刺激大変刺激をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。色色色色々々々々なことになことになことになことに    

        ついてついてついてついて順不同順不同順不同順不同でコメントしたいとでコメントしたいとでコメントしたいとでコメントしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

            まずまずまずまず、、、、郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、昔使昔使昔使昔使っていたっていたっていたっていた家具家具家具家具だとかだとかだとかだとか農機具農機具農機具農機具だとかはだとかはだとかはだとかは、、、、    

        いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料ですねですねですねですね。。。。図書館図書館図書館図書館でででで持持持持つのはつのはつのはつのは一般的一般的一般的一般的にはにはにはには地域資料地域資料地域資料地域資料ですですですです。。。。地地地地    

        域域域域にににに関関関関するするするする資料資料資料資料ですねですねですねですね。。。。雄武町雄武町雄武町雄武町でででで出出出出されたようなものですされたようなものですされたようなものですされたようなものです。。。。典型的典型的典型的典型的なものなものなものなもの    

        はははは行政資料行政資料行政資料行政資料ですですですです。。。。役場役場役場役場でででで出出出出しているようなしているようなしているようなしているような行政資料行政資料行政資料行政資料、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開がががが雄武町雄武町雄武町雄武町でででで    

        どうなっているかにもよるんですけれどもどうなっているかにもよるんですけれどもどうなっているかにもよるんですけれどもどうなっているかにもよるんですけれども、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる行政文書行政文書行政文書行政文書でででで各部各部各部各部・・・・    

        課課課課・・・・係係係係がががが持持持持っているものはっているものはっているものはっているものは図書館図書館図書館図書館にはにはにはには普通入普通入普通入普通入ってこないですってこないですってこないですってこないです。。。。しかししかししかししかし、、、、例例例例    

        えばえばえばえば議会議会議会議会のののの記録記録記録記録でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか町町町町のののの広報誌広報誌広報誌広報誌、、、、おおおお知知知知らせがありますよねらせがありますよねらせがありますよねらせがありますよね。。。。よよよよ    

        くくくく各戸配付各戸配付各戸配付各戸配付になっているようなものになっているようなものになっているようなものになっているようなものでででで公表公表公表公表されたものはされたものはされたものはされたものは基本的基本的基本的基本的にににに図書館図書館図書館図書館がががが    

        持持持持っているべきだとっているべきだとっているべきだとっているべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、他他他他のののの町町町町にににに一切依存一切依存一切依存一切依存できないんでできないんでできないんでできないんで    

        すよすよすよすよ。。。。これらをこれらをこれらをこれらを雄武町雄武町雄武町雄武町のののの図書館図書館図書館図書館でででで持持持持っていないとっていないとっていないとっていないと、、、、おおおお金金金金でででで買買買買うことができうことができうことができうことができ    

        ませんからねませんからねませんからねませんからね。。。。これはすべてこれはすべてこれはすべてこれはすべて収集収集収集収集すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは今今今今、、、、東京東京東京東京のののの新新新新    

        宿宿宿宿のののの新新新新しいしいしいしい図書館図書館図書館図書館、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの読谷村読谷村読谷村読谷村のののの図書館図書館図書館図書館にににに関関関関わっているんですがわっているんですがわっているんですがわっているんですが、、、、私私私私    

        がががが言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは納本制納本制納本制納本制にすべきだということですにすべきだということですにすべきだということですにすべきだということです。。。。国内国内国内国内でででで出版出版出版出版されたされたされたされた本本本本    
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        はははは、、、、国立国会図書館国立国会図書館国立国会図書館国立国会図書館にににに納本納本納本納本するようにするようにするようにするように法律法律法律法律がががが出来上出来上出来上出来上がっているんですががっているんですががっているんですががっているんですが、、、、    

        雄武町雄武町雄武町雄武町のののの中中中中でででで出出出出したものはすべてしたものはすべてしたものはすべてしたものはすべて図書館図書館図書館図書館にににに納本納本納本納本するというするというするというするという『『『『納本条例納本条例納本条例納本条例』』』』をををを    

        定定定定めるべきだとめるべきだとめるべきだとめるべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。具体的具体的具体的具体的にににに言言言言うとですねうとですねうとですねうとですね、、、、今日今日今日今日、、、、学校学校学校学校のののの先生先生先生先生もいもいもいもい    

        らっしゃいますがらっしゃいますがらっしゃいますがらっしゃいますが、、、、学校学校学校学校がががが出出出出してしてしてして父兄父兄父兄父兄にににに配配配配ったようなったようなったようなったような出版物出版物出版物出版物、、、、典型的典型的典型的典型的なもなもなもなも    

        のはですねのはですねのはですねのはですね、、、、卒業文集卒業文集卒業文集卒業文集なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。これはこれはこれはこれは何年何年何年何年かかかか経経経経つとすごくつとすごくつとすごくつとすごく貴重貴重貴重貴重なななな資料資料資料資料    

        になるとになるとになるとになると思思思思うんですうんですうんですうんですよよよよ。。。。こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは学校学校学校学校がががが持持持持っていていいんですがっていていいんですがっていていいんですがっていていいんですが、、、、    

        そのそのそのその他他他他にににに図書館図書館図書館図書館にににに寄贈寄贈寄贈寄贈するんですよするんですよするんですよするんですよ。。。。言言言言いいいい方方方方をををを変変変変えるとえるとえるとえると、、、、納本納本納本納本するんですするんですするんですするんです。。。。    

        そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが、、、、地域資料地域資料地域資料地域資料ということでまずということでまずということでまずということでまず１１１１つつつつ、、、、もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、雄武雄武雄武雄武やオやオやオやオ    

        ホーツクホーツクホーツクホーツク、、、、道東道東道東道東のののの地区地区地区地区についてについてについてについて書書書書かれたものかれたものかれたものかれたもの、、、、出出出出したところはしたところはしたところはしたところは場合場合場合場合によっによっによっによっ    

        てはてはてはては札幌札幌札幌札幌のののの出版社出版社出版社出版社かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは網走網走網走網走のののの新聞社新聞社新聞社新聞社がががが出出出出しているかしているかしているかしているか    

        もしれませんもしれませんもしれませんもしれません。。。。他他他他でででで出出出出されたものであってもされたものであってもされたものであってもされたものであっても、、、、雄武雄武雄武雄武についてについてについてについて書書書書かれているかれているかれているかれている    

        ものもものもものもものも図書館図書館図書館図書館がちゃんとがちゃんとがちゃんとがちゃんと持持持持つべきですつべきですつべきですつべきです。。。。それからそれからそれからそれから３３３３番目番目番目番目はははは、、、、雄武町雄武町雄武町雄武町にゆかにゆかにゆかにゆか    

        りのあるりのあるりのあるりのある人物人物人物人物がががが書書書書いたものなんですよいたものなんですよいたものなんですよいたものなんですよ。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、雄武町出身雄武町出身雄武町出身雄武町出身でででで、、、、どなたかどなたかどなたかどなたか、、、、    

        例例例例えばえばえばえば作家作家作家作家がいるとかがいるとかがいるとかがいるとか、、、、漫画家漫画家漫画家漫画家がいるとかですねがいるとかですねがいるとかですねがいるとかですね、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは政治家政治家政治家政治家のののの方方方方がががが    

        いるかもしれませんいるかもしれませんいるかもしれませんいるかもしれません。。。。そういうそういうそういうそういう方方方方がががが書書書書いたものでいたものでいたものでいたもので内容内容内容内容はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも雄武町雄武町雄武町雄武町にににに    

        関関関関するものでなくてもするものでなくてもするものでなくてもするものでなくても、、、、このこのこのこの町町町町にゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのある人物人物人物人物ですからねですからねですからねですからね、、、、そういうそういうそういうそういう    

        ものもものもものもものも地域資料地域資料地域資料地域資料となるとなるとなるとなる訳訳訳訳ですですですです。。。。これらはこれらはこれらはこれらは図書館図書館図書館図書館でないとでないとでないとでないと集集集集められないしめられないしめられないしめられないし、、、、    

        他他他他のののの町町町町のののの図書館図書館図書館図書館やややや国立国会図書館国立国会図書館国立国会図書館国立国会図書館だとかだとかだとかだとか道立図書館道立図書館道立図書館道立図書館にににに依存依存依存依存できないのでできないのでできないのでできないので必必必必    

        要要要要なんですねなんですねなんですねなんですね。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、図書館図書館図書館図書館のサービスやのサービスやのサービスやのサービスや図書館図書館図書館図書館でででで収集収集収集収集するもするもするもするも    

        のはのはのはのは、、、、結局結局結局結局、、、、民間民間民間民間とのとのとのとの関係関係関係関係なんですなんですなんですなんです。。。。民業民業民業民業のののの吸吸吸吸いいいい上上上上げですよげですよげですよげですよ。。。。税金税金税金税金をををを使使使使っっっっ    

        てやりますのでてやりますのでてやりますのでてやりますので民業民業民業民業をををを圧迫圧迫圧迫圧迫することはできないんですよすることはできないんですよすることはできないんですよすることはできないんですよ。。。。確確確確かにかにかにかに軽食軽食軽食軽食コーコーコーコー    

        ナーというのはナーというのはナーというのはナーというのは、、、、図書館図書館図書館図書館にににに来来来来るるるる人人人人がすごくがすごくがすごくがすごく多多多多くてくてくてくて、、、、大大大大きなきなきなきな図書館図書館図書館図書館であればであればであればであれば、、、、    

        そこでそこでそこでそこで軽食軽食軽食軽食をををを提供提供提供提供してもビジネスとしてしてもビジネスとしてしてもビジネスとしてしてもビジネスとして成成成成りりりり立立立立つしつしつしつし、、、、一方一方一方一方でででで、、、、町内町内町内町内にあるにあるにあるにある    

        食堂食堂食堂食堂をををを経営経営経営経営されているされているされているされている方方方方もいるわけですよねもいるわけですよねもいるわけですよねもいるわけですよね。。。。それをそれをそれをそれを圧迫圧迫圧迫圧迫しないでしないでしないでしないで済済済済むんむんむんむん    

        ですがですがですがですが、、、、人口人口人口人口がががが 4,8004,8004,8004,800人程度人程度人程度人程度のののの規模規模規模規模でそういうことをするとでそういうことをするとでそういうことをするとでそういうことをすると、、、、どういうこどういうこどういうこどういうこ    

        とになるかわとになるかわとになるかわとになるかわからないですがからないですがからないですがからないですが、、、、民業圧迫民業圧迫民業圧迫民業圧迫のののの可能性可能性可能性可能性はないわけではないとはないわけではないとはないわけではないとはないわけではないと思思思思    

        いいいいますますますます。。。。可能性可能性可能性可能性としてよくとしてよくとしてよくとしてよく考考考考えられるのはえられるのはえられるのはえられるのは、、、、他他他他のののの全国全国全国全国のののの図書館図書館図書館図書館にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは、、、、    

        障障障障がいをがいをがいをがいを持持持持ったったったった方方方方々々々々がやっているがやっているがやっているがやっている食堂食堂食堂食堂でででで、、、、こういうものはあるこういうものはあるこういうものはあるこういうものはある意味意味意味意味ではではではでは官官官官    

        といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、行政行政行政行政がががが支援支援支援支援するするするする意味意味意味意味があるんですねがあるんですねがあるんですねがあるんですね。。。。極極極極めてめてめてめて安安安安いいいい価格価格価格価格でででで、、、、    

        そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々のののの働働働働くくくく場所場所場所場所をををを提供提供提供提供するするするする、、、、そういうことをやればそういうことをやればそういうことをやればそういうことをやれば民間民間民間民間とはメニとはメニとはメニとはメニ    

        ューもューもューもューも違違違違ってってってって価格価格価格価格もももも違違違違いいいい、、、、棲棲棲棲みみみみ分分分分けができるのでけができるのでけができるのでけができるので考考考考えられるとえられるとえられるとえられると思思思思いますいますいますいます。。。。    

        あるあるあるある一定一定一定一定のののの時間時間時間時間だけだけだけだけ営業営業営業営業するおするおするおするお店店店店でででで、、、、収益収益収益収益をあげようというつもりもをあげようというつもりもをあげようというつもりもをあげようというつもりも全然全然全然全然    

        ないないないない、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々のいわばのいわばのいわばのいわば本当本当本当本当にににに雇用雇用雇用雇用のののの場場場場をををを確保確保確保確保するということになるするということになるするということになるするということになる    

        とととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。    

            それからそれからそれからそれから、ＤＶＤ、ＤＶＤ、ＤＶＤ、ＤＶＤとかとかとかとかＣＤＣＤＣＤＣＤというというというという視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料ですがですがですがですが、、、、民間民間民間民間のレンタルのレンタルのレンタルのレンタル業業業業    
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        者者者者があるのがあるのがあるのがあるのでででで、、、、そことそことそことそこと同同同同じじじじ品揃品揃品揃品揃えをするのであればえをするのであればえをするのであればえをするのであれば税金税金税金税金をををを使使使使ってやるべきってやるべきってやるべきってやるべき    

        ではないとではないとではないとではないと思思思思いますいますいますいます。。。。いわゆるソフトのいわゆるソフトのいわゆるソフトのいわゆるソフトの使使使使いいいい分分分分けですよねけですよねけですよねけですよね。。。。民間民間民間民間とのとのとのとの棲棲棲棲みみみみ    

        分分分分けということをけということをけということをけということを考考考考えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば可能性可能性可能性可能性としてはあるととしてはあるととしてはあるととしてはあると思思思思いますいますいますいます。。。。あとあとあとあと    

        はははは優先順位優先順位優先順位優先順位ですねですねですねですね。。。。先先先先ほどほどほどほど本屋本屋本屋本屋にないものとしてあげられていましたがにないものとしてあげられていましたがにないものとしてあげられていましたがにないものとしてあげられていましたが、、、、    

        行政資料行政資料行政資料行政資料だとかだとかだとかだとか政府政府政府政府のののの白書白書白書白書というのはというのはというのはというのは、、、、本屋本屋本屋本屋でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか売売売売られていないわられていないわられていないわられていないわ    

        けなんでけなんでけなんでけなんで、、、、そういうものこそそういうものこそそういうものこそそういうものこそ図書館図書館図書館図書館がががが税金税金税金税金をををを使使使使ってってってって提供提供提供提供するするするする意味意味意味意味があるがあるがあるがあるんんんん    

        だろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。地域資料地域資料地域資料地域資料とととと視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料をををを比比比比べたべたべたべた時時時時にににに、、、、視聴覚資料整備視聴覚資料整備視聴覚資料整備視聴覚資料整備    

        のののの優先順位優先順位優先順位優先順位はははは本当本当本当本当にににに高高高高いのかとかですねいのかとかですねいのかとかですねいのかとかですね、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる娯楽系娯楽系娯楽系娯楽系とかエンターテとかエンターテとかエンターテとかエンターテ    

        イメントイメントイメントイメント系系系系とととと呼呼呼呼ばれているようなばれているようなばれているようなばれているようなＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤあるいはあるいはあるいはあるいはＣＤＣＤＣＤＣＤはははは私私私私はははは優先順位優先順位優先順位優先順位がががが低低低低    

        いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。逆逆逆逆にににに、、、、雄武町雄武町雄武町雄武町にににに関関関関するものするものするものするもの、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが見見見見てててて、、、、雄武雄武雄武雄武のののの歴歴歴歴    

        史史史史をををを知知知知るのにすごくるのにすごくるのにすごくるのにすごく役役役役にににに立立立立つというようなものはつというようなものはつというようなものはつというようなものは、、、、図書館図書館図書館図書館がががが提供提供提供提供していかしていかしていかしていか    

        なければならないとなければならないとなければならないとなければならないと思思思思いますいますいますいます。。。。レンタルビデオレンタルビデオレンタルビデオレンタルビデオ屋屋屋屋にににに、、、、雄武町雄武町雄武町雄武町のののの歴史歴史歴史歴史をををを紹介紹介紹介紹介    

        したビデオはしたビデオはしたビデオはしたビデオは絶対絶対絶対絶対ないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうものはそういうものはそういうものはそういうものは、、、、やはりやはりやはりやはり図書館図書館図書館図書館がががが提供提供提供提供    

        していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

            あとあとあとあと、、、、アロマのアロマのアロマのアロマの話話話話がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、これはこれはこれはこれは人人人人によってによってによってによって好好好好きききき嫌嫌嫌嫌いがあるのでいがあるのでいがあるのでいがあるので    

        なかなかなかなかなかなかなかなか図書館図書館図書館図書館ではではではでは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。図書館図書館図書館図書館にあるのはせいぜいにあるのはせいぜいにあるのはせいぜいにあるのはせいぜいＢＧＭＢＧＭＢＧＭＢＧＭ    

        なんですなんですなんですなんです。。。。音楽音楽音楽音楽をををを流流流流すかどうかなんですがすかどうかなんですがすかどうかなんですがすかどうかなんですが、、、、地域性地域性地域性地域性がすごくありましてがすごくありましてがすごくありましてがすごくありまして、、、、    

        北海道北海道北海道北海道のこのあたりのこのあたりのこのあたりのこのあたり、、、、道東道東道東道東のののの図書館図書館図書館図書館ではあまりではあまりではあまりではあまり流流流流していないんですねしていないんですねしていないんですねしていないんですね。。。。図図図図    

        書館書館書館書館によってによってによってによってＢＧＭＢＧＭＢＧＭＢＧＭをををを流流流流してしてしてして少少少少しリラックスしたしリラックスしたしリラックスしたしリラックスした雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気にするというようにするというようにするというようにするというよう    

        なところもありますなところもありますなところもありますなところもあります。。。。    

            それからですねそれからですねそれからですねそれからですね、、、、あるあるあるある意味重要意味重要意味重要意味重要なのはなのはなのはなのは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんよくよくよくよく言言言言われるんですがわれるんですがわれるんですがわれるんですが、、、、    

        明明明明るさがすごくるさがすごくるさがすごくるさがすごく求求求求められるということめられるということめられるということめられるということですですですです。。。。大大大大きなきなきなきな窓窓窓窓・・・・広広広広々々々々としたとしたとしたとした空間空間空間空間・・・・    

        高高高高いいいい天天天天井井井井・・・・明明明明るいるいるいるい照明照明照明照明・・・・解放感解放感解放感解放感。。。。そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、図書館図書館図書館図書館ですからですからですからですから、、、、あるあるあるある程度程度程度程度    

        落落落落ちちちち着着着着いていていていて本本本本がががが読読読読めるめるめるめる空間空間空間空間もももも必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますねいますねいますねいますね。。。。明明明明るいとるいとるいとるいと実実実実はははは大大大大きなきなきなきな問問問問    

        題題題題がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、本本本本がががが早早早早くくくく傷傷傷傷むんですむんですむんですむんです。。。。本本本本がががが焼焼焼焼けるんですけるんですけるんですけるんです。。。。日当日当日当日当たりがたりがたりがたりが良良良良    

        いところにいところにいところにいところに本本本本があるとがあるとがあるとがあると、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに黄黄黄黄ばんできてばんできてばんできてばんできて劣化劣化劣化劣化がすごくがすごくがすごくがすごく進進進進むんですむんですむんですむんです。。。。本本本本    

        というのはというのはというのはというのは日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの良良良良いところでいところでいところでいところで読読読読みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、本本本本をををを置置置置くくくく場所場所場所場所    

        としてはとしてはとしてはとしては、、、、直射日光直射日光直射日光直射日光のののの当当当当たるところはたるところはたるところはたるところは本本本本にとってあまりにとってあまりにとってあまりにとってあまり良良良良くありませんくありませんくありませんくありません。。。。    

            あとはあとはあとはあとは、、、、必要必要必要必要なななな施設施設施設施設のののの大大大大きさきさきさきさ、、、、一定一定一定一定のスペースがのスペースがのスペースがのスペースが確保確保確保確保できればできればできればできれば、、、、人人人人のののの動動動動    

        線線線線によってによってによってによって振振振振りりりり分分分分けられるんですよけられるんですよけられるんですよけられるんですよ。。。。明明明明るいるいるいるい空間空間空間空間をををを必要必要必要必要とするスペースととするスペースととするスペースととするスペースと、、、、    

        あるあるあるある程度落程度落程度落程度落ちちちち着着着着いていていていていていていていて、、、、子子子子どものどものどものどもの声声声声からからからから少少少少しししし距離距離距離距離をおいたようなをおいたようなをおいたようなをおいたような空間空間空間空間もももも    

        作作作作ることができるることができるることができるることができる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、８００８００８００８００㎡㎡㎡㎡からからからから１０００１０００１０００１０００㎡㎡㎡㎡あるとあるとあるとあると、、、、人人人人のののの動線動線動線動線をををを    

        振振振振りりりり分分分分けることでけることでけることでけることで、、、、それぞれのゾーンをそれぞれのゾーンをそれぞれのゾーンをそれぞれのゾーンを分分分分けることができるんですねけることができるんですねけることができるんですねけることができるんですね。。。。ここここ    

        れがれがれがれが狭狭狭狭いといといといと何何何何でもかんでもでもかんでもでもかんでもでもかんでも一緒一緒一緒一緒になってしまうんでになってしまうんでになってしまうんでになってしまうんで、「、「、「、「じっくり・ゆっくじっくり・ゆっくじっくり・ゆっくじっくり・ゆっく    

        りりりり本本本本をををを読読読読もうともうともうともうと思思思思っているっているっているっている時時時時にににに周周周周りでりでりでりで子子子子どもがどもがどもがどもが騒騒騒騒いでいるいでいるいでいるいでいる」」」」とととと、、、、よくおよくおよくおよくお年年年年    
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        寄寄寄寄りからクレームがつけられるりからクレームがつけられるりからクレームがつけられるりからクレームがつけられる図書館図書館図書館図書館もありますもありますもありますもあります。。。。あとあとあとあと、、、、一定一定一定一定のスペースのスペースのスペースのスペース    

        があってがあってがあってがあって、、、、本棚本棚本棚本棚でででで仕切仕切仕切仕切るんでするんでするんでするんです。。。。完全完全完全完全にににに壁壁壁壁でででで仕切仕切仕切仕切ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ    

        閉閉閉閉じられたじられたじられたじられた空間空間空間空間になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので、、、、本棚本棚本棚本棚というのはというのはというのはというのは、、、、あるあるあるある意味意味意味意味ではではではでは天井天井天井天井    

        のののの上上上上のののの方方方方はははは開開開開いていていていていていていていて、、、、目隠目隠目隠目隠しにもなるししにもなるししにもなるししにもなるし音音音音もあるもあるもあるもある程度防程度防程度防程度防ぐことができまぐことができまぐことができまぐことができま    

        すすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが駆駆駆駆けけけけ回回回回るるるる音音音音についてはについてはについてはについては、、、、基本的基本的基本的基本的にはカーペットをにはカーペットをにはカーペットをにはカーペットを    

        敷敷敷敷くほかないとくほかないとくほかないとくほかないと思思思思いますねいますねいますねいますね。。。。フローリング・フローリング・フローリング・フローリング・床床床床がいいというがいいというがいいというがいいという人人人人もいるんでもいるんでもいるんでもいるんで    

        すがすがすがすが、、、、最大最大最大最大のののの欠点欠点欠点欠点はははは、、、、靴靴靴靴でででで歩歩歩歩くとくとくとくと、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが走走走走ったりするとすごくったりするとすごくったりするとすごくったりするとすごく音音音音    

        がうるさいということですがうるさいということですがうるさいということですがうるさいということです。。。。ですからですからですからですから、、、、カーペットをカーペットをカーペットをカーペットを敷敷敷敷いていていていて、、、、あとはあとはあとはあとは本棚本棚本棚本棚    

        をををを上手上手上手上手くレイアウト・くレイアウト・くレイアウト・くレイアウト・配置配置配置配置することによってすることによってすることによってすることによって、、、、音音音音やややや目隠目隠目隠目隠しをするというこしをするというこしをするというこしをするというこ    

        とだろうととだろうととだろうととだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。壁壁壁壁でででで仕切仕切仕切仕切ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、完全完全完全完全にににに閉閉閉閉ざされたざされたざされたざされた空間空間空間空間になになになにな    

        りますんでこれはりますんでこれはりますんでこれはりますんでこれは良良良良くないとくないとくないとくないと思思思思いますいますいますいます。。。。よくあるのはよくあるのはよくあるのはよくあるのは、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは完全完全完全完全にににに仕仕仕仕    

        切切切切られたられたられたられた児童室児童室児童室児童室にににに行行行行ってってってって、、、、連連連連れてきたれてきたれてきたれてきた親親親親はははは大人大人大人大人のコーナーのコーナーのコーナーのコーナーでででで本本本本をををを読読読読んでいんでいんでいんでい    

        るるるる、、、、これこれこれこれでででではおはおはおはお互互互互いにいにいにいに行行行行きききき来来来来できなかったりできなかったりできなかったりできなかったり、、、、見通見通見通見通しがしがしがしが悪悪悪悪くくくく良良良良くないとくないとくないとくないと思思思思    

        いますいますいますいます。。。。    

            あとあとあとあと広報広報広報広報のののの話話話話がががが出出出出ましたねましたねましたねましたね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか図書館図書館図書館図書館からからからから上手上手上手上手くくくく広報広報広報広報でででで    

        きていないということでしたがきていないということでしたがきていないということでしたがきていないということでしたが、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、図書館図書館図書館図書館のののの方方方方からからからから色色色色々々々々なななな官報官報官報官報をををを    

        出出出出したりしたりしたりしたり、、、、色色色色々々々々なななな案内案内案内案内をするべきですしをするべきですしをするべきですしをするべきですし、、、、今今今今、、、、ホームページをホームページをホームページをホームページを図書館図書館図書館図書館でででで持持持持    

        っていてっていてっていてっていて、、、、ホームページをホームページをホームページをホームページを通通通通じてじてじてじて発信発信発信発信するところもありますがするところもありますがするところもありますがするところもありますが、、、、実実実実はですはですはですはです    

        ねねねね、、、、一番一番一番一番おおおお金金金金がかからなくてがかからなくてがかからなくてがかからなくて多多多多くのくのくのくの人人人人にににに伝伝伝伝わるわるわるわる広報広報広報広報はははは皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの口口口口コミなんコミなんコミなんコミなん    

        ですよですよですよですよ。。。。特特特特にににに、、、、雄武町雄武町雄武町雄武町のののの規模規模規模規模でしたらでしたらでしたらでしたら口口口口コミでコミでコミでコミで広広広広がるのががるのががるのががるのが一番大一番大一番大一番大きいときいときいときいと思思思思    

        いますいますいますいます。。。。今今今今ですとツイッターをですとツイッターをですとツイッターをですとツイッターを使使使使ったりですねったりですねったりですねったりですね、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを使使使使ってってってって色色色色々々々々とととと    

        知知知知らせるらせるらせるらせる方方方方もいますがもいますがもいますがもいますが、、、、町民町民町民町民のののの方方方方々々々々はははは、、、、図書館図書館図書館図書館でこんなこともやっているでこんなこともやっているでこんなこともやっているでこんなこともやっている、、、、    

        図書館図書館図書館図書館にこのにこのにこのにこの前行前行前行前行ったらったらったらったら、、、、こんなこんなこんなこんな風風風風にににに対応対応対応対応してくれてしてくれてしてくれてしてくれて良良良良かったというようかったというようかったというようかったというよう    

        なななな口口口口コミがものすごくコミがものすごくコミがものすごくコミがものすごく大大大大きいときいときいときいと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、今今今今、、、、色色色色々々々々なななな    

        ところところところところでできているんですがでできているんですがでできているんですがでできているんですが、、、、図書館友図書館友図書館友図書館友のののの会会会会をつくるべきですをつくるべきですをつくるべきですをつくるべきです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる    

        図書館図書館図書館図書館のサポーターズクラブですねのサポーターズクラブですねのサポーターズクラブですねのサポーターズクラブですね。。。。そういうものをいずれそういうものをいずれそういうものをいずれそういうものをいずれ立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて、、、、    

        そういうそういうそういうそういう方方方方をををを通通通通じてじてじてじて他他他他のののの人達人達人達人達ににににＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの集集集集まりだまりだまりだまりだ、、、、商店街商店街商店街商店街のののの集集集集まりだまりだまりだまりだ、、、、町町町町    

        のおのおのおのお祭祭祭祭りだというりだというりだというりだという時時時時にににに、、、、色色色色々々々々とととと図書館図書館図書館図書館のことをのことをのことをのことを広広広広げていただくということげていただくということげていただくということげていただくということ    

        がががが、、、、最最最最もおもおもおもお金金金金のかからないのかからないのかからないのかからない広報広報広報広報のののの１１１１つだとつだとつだとつだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

            もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは、、、、今日今日今日今日のののの話話話話でハでハでハでハード・ソフトード・ソフトード・ソフトード・ソフト面面面面でもあまりでもあまりでもあまりでもあまり出出出出てこないのがてこないのがてこないのがてこないのが、、、、    

        実実実実はははは今今今今のののの図書館図書館図書館図書館というのはですねというのはですねというのはですねというのはですね、、、、図書館図書館図書館図書館にににに来来来来てもらうだけではなくてもらうだけではなくてもらうだけではなくてもらうだけではなく、、、、図図図図    

        書館書館書館書館のののの方方方方からからからから出向出向出向出向いていくサービスもすごくいていくサービスもすごくいていくサービスもすごくいていくサービスもすごく多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。例例例例えばえばえばえば１１１１番多番多番多番多いいいい    

        訪問先訪問先訪問先訪問先はははは学校学校学校学校ですですですです。。。。小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校ですですですです。。。。ここにここにここにここに必要必要必要必要なななな本本本本をををを持持持持ってってってって行行行行ってってってって、、、、    

        例例例例えばえばえばえば、、、、こういうこういうこういうこういう使使使使いいいい方方方方ができますよができますよができますよができますよ、、、、図書館図書館図書館図書館にににに来来来来るとこんなるとこんなるとこんなるとこんな本本本本がありまがありまがありまがありま    

        すよすよすよすよ、、、、調調調調べべべべ学習学習学習学習でこういうでこういうでこういうでこういう使使使使いいいい方方方方ができますよとができますよとができますよとができますよと説明説明説明説明していくしていくしていくしていくんですんですんですんです。。。。そそそそ    
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        れかられかられかられから、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設、、、、高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設にににに出向出向出向出向いていていていて行行行行ってってってって、、、、例例例例ええええばばばば、、、、おおおお年寄年寄年寄年寄りにりにりにりに対対対対    

        してもしてもしてもしても読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをやったりかせをやったりかせをやったりかせをやったり、、、、おおおお年寄年寄年寄年寄りがりがりがりが入入入入ったったったった中中中中でイベンでイベンでイベンでイベントとかでトとかでトとかでトとかで一緒一緒一緒一緒    

        になってになってになってになって遊遊遊遊んだりんだりんだりんだり、、、、頭頭頭頭をををを働働働働かせたりかせたりかせたりかせたり、、、、体体体体をををを動動動動かすということもやるかすということもやるかすということもやるかすということもやるんんんんですですですです。。。。    

        そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、図書館図書館図書館図書館からのからのからのからの出前出前出前出前サービスということもサービスということもサービスということもサービスということも考考考考えていいとえていいとえていいとえていいと    

        思思思思いますいますいますいます。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、学校学校学校学校・・・・保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・児童館児童館児童館児童館、、、、そしてそしてそしてそして今言今言今言今言ったったったった    

        福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設、、、、高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設、、、、そういうところがあるとそういうところがあるとそういうところがあるとそういうところがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味    

        ではではではでは、、、、利用者利用者利用者利用者のののの方方方方にににに動動動動いてもらうというところといてもらうというところといてもらうというところといてもらうというところと、、、、本自体本自体本自体本自体をををを送送送送るるるる、、、、先先先先ほどほどほどほど    

        郵便局郵便局郵便局郵便局にもにもにもにも置置置置いてあるとかいてあるとかいてあるとかいてあるとか銀行銀行銀行銀行にもにもにもにも置置置置いてあるといういてあるといういてあるといういてあるという話話話話がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、小小小小    

        規模規模規模規模なななな棚棚棚棚をををを置置置置いていていていて、、、、そこにそこにそこにそこに図書館図書館図書館図書館のののの本本本本をををを展示展示展示展示してしてしてして「「「「図書館図書館図書館図書館にこんなにこんなにこんなにこんな本本本本がががが入入入入    

        りましたよりましたよりましたよりましたよ」」」」ということをアピールすることもできるとということをアピールすることもできるとということをアピールすることもできるとということをアピールすることもできると思思思思いますいますいますいます。。。。ただしただしただしただし、、、、    

        それにはそこのそれにはそこのそれにはそこのそれにはそこの施設施設施設施設のののの方方方方にあるにあるにあるにある程度本程度本程度本程度本のののの管理管理管理管理をしていただかなければなりをしていただかなければなりをしていただかなければなりをしていただかなければなり    

        ませんのでませんのでませんのでませんので、、、、了解了解了解了解をいただくをいただくをいただくをいただく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。本本本本がなくなってしまったがなくなってしまったがなくなってしまったがなくなってしまった時時時時    

        にそのにそのにそのにその責任責任責任責任はどうするのかということではどうするのかということではどうするのかということではどうするのかということで、、、、引引引引きききき受受受受けたけたけたけた方方方方もももも困困困困ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと    

        いうこともあるのでいうこともあるのでいうこともあるのでいうこともあるので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの話話話話しししし合合合合いがつけばできるといがつけばできるといがつけばできるといがつけばできると思思思思いますいますいますいます。。。。    

            最後最後最後最後にににに、、、、結局結局結局結局はハード・ソフトはハード・ソフトはハード・ソフトはハード・ソフト面面面面でででで色色色色々々々々とととと考考考考えていただいていいとえていただいていいとえていただいていいとえていただいていいと思思思思うううう    

        んですがんですがんですがんですが、、、、住民住民住民住民のののの方方方方々々々々がががが、、、、どういうどういうどういうどういう時時時時にににに使使使使えるえるえるえる施設施設施設施設であってであってであってであって欲欲欲欲しいのかしいのかしいのかしいのか、、、、    

        こういうこういうこういうこういう時時時時にににに図書館図書館図書館図書館がががが使使使使えるとえるとえるとえると助助助助かるかるかるかる、、、、こういうこういうこういうこういう時時時時にににに図書館図書館図書館図書館にににに駆駆駆駆けけけけ込込込込みたみたみたみた    

        いというようなことがもういというようなことがもういというようなことがもういというようなことがもう少少少少しししし出出出出てきてもいいとてきてもいいとてきてもいいとてきてもいいと思思思思いますいますいますいます。。。。何何何何かかかか日常生活日常生活日常生活日常生活    

        のことでのことでのことでのことで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは仕事仕事仕事仕事のののの上上上上でででで何何何何かかかか分分分分からないことがあったからないことがあったからないことがあったからないことがあった時時時時にににに、、、、とりあとりあとりあとりあ    

        えずえずえずえず図書館図書館図書館図書館のののの司書司書司書司書、、、、図書館図書館図書館図書館のののの職員職員職員職員にににに聞聞聞聞いてみるいてみるいてみるいてみる、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると何何何何かのかのかのかの文献文献文献文献にににに    

        書書書書いてあるということもあればいてあるということもあればいてあるということもあればいてあるということもあれば、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、それだったらそれだったらそれだったらそれだったら町内町内町内町内のあのあのあのあ    

        のののの人人人人にににに聞聞聞聞いてみたらいいいてみたらいいいてみたらいいいてみたらいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは役場役場役場役場のののの何何何何とかというセクションにとかというセクションにとかというセクションにとかというセクションに行行行行っっっっ    

        たらそのたらそのたらそのたらその問題問題問題問題はははは解決解決解決解決できるかもしれないとできるかもしれないとできるかもしれないとできるかもしれないと、、、、だからとりあえずだからとりあえずだからとりあえずだからとりあえず情報情報情報情報とかとかとかとか知知知知    

        識識識識とかとかとかとか、、、、何何何何かかかか分分分分からないからないからないからない時時時時のののの相談役相談役相談役相談役にににに図書館図書館図書館図書館がなってもらえるとすごくいがなってもらえるとすごくいがなってもらえるとすごくいがなってもらえるとすごくい    

        いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで盛盛盛盛んんんんにそういうものをポータルサイにそういうものをポータルサイにそういうものをポータルサイにそういうものをポータルサイ    

        トといっていますよねトといっていますよねトといっていますよねトといっていますよね。。。。いわばいわばいわばいわば、、、、町町町町のののの情報源情報源情報源情報源のポータルサイトのようなのポータルサイトのようなのポータルサイトのようなのポータルサイトのような役役役役    

        割割割割をををを図書館図書館図書館図書館がががが果果果果たしてたしてたしてたして、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず何何何何かかかか分分分分からないからないからないからない時時時時にににに図書館図書館図書館図書館にににに聞聞聞聞いていていていてみみみみ    

        るるるるとととと、、、、何何何何かかかか資料資料資料資料をををを教教教教えてもらったりえてもらったりえてもらったりえてもらったり、、、、インターネットのインターネットのインターネットのインターネットの役役役役にににに立立立立つサイトをつサイトをつサイトをつサイトを    

        教教教教えてもらったりえてもらったりえてもらったりえてもらったり、、、、町内町内町内町内のののの人人人人をををを教教教教えてもらったりえてもらったりえてもらったりえてもらったり、、、、場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては北海道北海道北海道北海道    

        でこのでこのでこのでこの人人人人にメールをしてみたらいいヒントがにメールをしてみたらいいヒントがにメールをしてみたらいいヒントがにメールをしてみたらいいヒントが得得得得られるかもしられるかもしられるかもしられるかもしれませんれませんれませんれません。。。。そそそそ    

        ういうようなういうようなういうようなういうような最初最初最初最初のとっかかりになるのがのとっかかりになるのがのとっかかりになるのがのとっかかりになるのが図書館図書館図書館図書館だというようにだというようにだというようにだというように私私私私はははは思思思思うううう    

        しししし、、、、実際実際実際実際にそれをにそれをにそれをにそれを実践実践実践実践しているしているしているしている図書館図書館図書館図書館もももも多多多多いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、    

        もうもうもうもう少少少少しししし具体的具体的具体的具体的なななな図書館図書館図書館図書館のイメージをのイメージをのイメージをのイメージを考考考考えるえるえるえる上上上上ではではではでは、、、、図書館図書館図書館図書館がどういうがどういうがどういうがどういう時時時時    

        にににに使使使使えるえるえるえる施設施設施設施設であってであってであってであって欲欲欲欲しいのかしいのかしいのかしいのか、、、、最初最初最初最初にににに地域資料地域資料地域資料地域資料のことをのことをのことをのことを申申申申しししし上上上上げげげげたのたのたのたの    

        はははは、、、、自分自分自分自分がこのがこのがこのがこの町町町町でででで新新新新しいしいしいしい商売商売商売商売ををををやろうとやろうとやろうとやろうと思思思思ったったったった時時時時にににに、、、、類似類似類似類似のおのおのおのお店店店店がどれがどれがどれがどれ    
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        くらいあってくらいあってくらいあってくらいあって、、、、道内道内道内道内でそういうおでそういうおでそういうおでそういうお店店店店がどれくらいのがどれくらいのがどれくらいのがどれくらいの売上売上売上売上をををを上上上上げているのかげているのかげているのかげているのか    

        というのがというのがというのがというのが手掛手掛手掛手掛かりになるんですかりになるんですかりになるんですかりになるんです。。。。そうするとそこでそうするとそこでそうするとそこでそうするとそこで図書館図書館図書館図書館にににに行行行行くとくとくとくと、、、、例例例例    

        えばえばえばえば、、、、北海道北海道北海道北海道のののの産業別産業別産業別産業別のののの人口人口人口人口なりそれぞれのなりそれぞれのなりそれぞれのなりそれぞれの営業所営業所営業所営業所１１１１かかかか所当所当所当所当たりのたりのたりのたりの売上売上売上売上がががが    

        どうなっているのかどうなっているのかどうなっているのかどうなっているのか、、、、そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは銀行銀行銀行銀行やややや信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫のののの方方方方がががが詳詳詳詳しいかもししいかもししいかもししいかもし    

        れませんがれませんがれませんがれませんが、、、、そういうものでそういうものでそういうものでそういうもので公表公表公表公表されているものされているものされているものされているもの、、、、それからそういうおそれからそういうおそれからそういうおそれからそういうお店店店店    

        をやるをやるをやるをやる時時時時にににに、、、、例例例例えばえばえばえば法律法律法律法律でどういうでどういうでどういうでどういう規制規制規制規制があってがあってがあってがあって、、、、どういうことをどういうことをどういうことをどういうことを守守守守らならならならな    

        くてはならないのかくてはならないのかくてはならないのかくてはならないのか、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお店店店店をやるをやるをやるをやる時時時時にどういうにどういうにどういうにどういう資格資格資格資格がががが必要必要必要必要になるになるになるになる    

        のかのかのかのか、、、、実実実実はそういうことははそういうことははそういうことははそういうことは図書館図書館図書館図書館でででで調調調調べられるわけですべられるわけですべられるわけですべられるわけです。。。。だからだからだからだから図書館図書館図書館図書館とととと    

        いうのはいうのはいうのはいうのは、、、、子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃にににに読読読読んだんだんだんだ名作名作名作名作をもうをもうをもうをもう１１１１度読度読度読度読んでみたいんでみたいんでみたいんでみたい、、、、それをそれをそれをそれを読読読読みみみみ    

        たくてたくてたくてたくて行行行行ってももちろんいいんですってももちろんいいんですってももちろんいいんですってももちろんいいんです。。。。そのそのそのその他他他他にににに、、、、自分自分自分自分がこのがこのがこのがこの町町町町でででで生生生生きるきるきるきる上上上上    

        でででで、、、、仕事仕事仕事仕事のののの上上上上でででで必要必要必要必要なことなことなことなこと、、、、生活生活生活生活のののの上上上上でででで必要必要必要必要なことなことなことなこと、、、、子子子子どもたちにとってどもたちにとってどもたちにとってどもたちにとって    

        はははは勉強勉強勉強勉強のののの上上上上でででで必要必要必要必要なものなものなものなもの、、、、そういうもののそういうもののそういうもののそういうものの最初最初最初最初のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口になるのがになるのがになるのがになるのが図書図書図書図書    

        館館館館でででで、、、、そういうそういうそういうそういう存在存在存在存在であるべきでであるべきでであるべきでであるべきで実際実際実際実際にににに図書館図書館図書館図書館ではできるんですよではできるんですよではできるんですよではできるんですよ。。。。ですですですです    

        からからからから、、、、具体的具体的具体的具体的にににに図書館図書館図書館図書館のイメージをのイメージをのイメージをのイメージを広広広広げていくのはげていくのはげていくのはげていくのは、、、、こういうこういうこういうこういう時時時時にににに使使使使えるえるえるえる    

        施設施設施設施設であってであってであってであって欲欲欲欲しいというようなしいというようなしいというようなしいというような皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの期待期待期待期待をだんだんとをだんだんとをだんだんとをだんだんと引引引引きききき出出出出してしてしてしていいいい    

        きききき、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現すすすするためにはどういうハードるためにはどういうハードるためにはどういうハードるためにはどういうハード面面面面がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの    

        大大大大きさがきさがきさがきさが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、そこにどれだけのそこにどれだけのそこにどれだけのそこにどれだけの職員職員職員職員がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、そしてそしてそしてそして、、、、どんどんどんどん    

        なことをやってくれるソフトなことをやってくれるソフトなことをやってくれるソフトなことをやってくれるソフト面面面面でのでのでのでの機能機能機能機能にににに何何何何がががが求求求求められるかというようなめられるかというようなめられるかというようなめられるかというような    

        ことでことでことでことで、、、、またまたまたまた違違違違ったったったった視点視点視点視点からからからから考考考考えていくことができるようにえていくことができるようにえていくことができるようにえていくことができるように、、、、私私私私はははは皆皆皆皆さんさんさんさん    

        のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていましたいていましたいていましたいていました。。。。以上以上以上以上、、、、私私私私からですからですからですからです。。。。    

 

（会 長） 

   糸賀先生、ありがとうございました。只今、糸賀先生からいただいたご 

  助言をもとに、次回の会議で協議していきたいと思います。 

 

（事務局） 

   次回の会議ですが、会長と日程調整させていただきまして、別途ご連絡 

  させていただきます。 

 

（会 長） 

   それでは、これで第５回雄武町図書館を考える会を終わります。大変ご 

  苦労さまでした。 


