
平成３０年度浦幌町立図書館・博物館協議会（第３回）顛末 

日時 平成 31 年 3 月 5 日（火）14：00～15：20 

場所 教育文化センター ２階会議室 

 

１．橋本会長あいさつ 

年度末で何かとお忙しい中、お集まりいただいてありがとうございます。気候も暖かくな

って活動も活発になってくると思いますけれど、年に何度もない図書館・博物館協議会で、

今日は平成30年度の総括ということで、担当の方から説明していただき、皆様から忌憚のな

い意見をいただきながら進めていきたいと思います。この一年間を通して、図書館・博物館

の事業に気のついたところをどんどん出していただいて、より町民に愛される図書館・博物

館を目指したいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

２．久門教育長あいさつ 

新年度は明治33年に戸町役場ができてから130年になります。この浦幌町教育文化センタ

ー、図書館・博物館も100年を記念して造っていますので、20年が経るということになりま

す。したがって新年度は新しい事業も開館20年ということをかぶせながら進めていくことに

なります。今日は会長さんからお話がありましたとおり、図書館と博物館の事業報告並びに

新年度の運営方針の審議さらに子どもの読書活動推進計画についてご審議をいただくことに

なっております。子どもの感想文のほうも年々子どもたちの参加が増えまして皆様方のおか

げで、小学校・中学校を通じて90数パーセントでほぼ全員の子どもが読書感想文を書いてい

ただいている状況でございます。それと現在１階ホール特別展示室にて上厚内駅の回顧展を

展示しています。学芸員が工夫を凝らして、中に入りますと本当に駅に入ったような感じが

しますので、お帰りの時にはお寄りいただければと思います。１時間を予定しておりますの

で皆様の建設的な意見を頂戴いただきますようお願いいたします。よろしくお願いします。 
 

３．報告第１号「平成３０年度浦幌町立図書館事業報告について」髙田係長説明 
  報告第２号「平成３０年度浦幌町立博物館事業報告について」持田学芸員説明 

 

委員～浦幌町の人口と比較して、図書館利用者カードの登録者数がほぼ同数となっているが、

ほとんどの町民が利用者カードを持っているということですか。 

髙田係長～広域利用という形で、町外の方も数も含まれています。ですので、人口と比較して

多く感じる状況になっていますし、団体登録者数もこの中に含まれていますので、この

ような数字になっています。あくまでも図書館利用者カードの交付枚数ですので町民の

数と比較しても多く感じる状況になっていますのでご理解よろしくお願いします。 

 

  報告第３号「第２期浦幌町子どもの読書活動推進計画について」髙田係長説明 

 

１．「本の返却について、各公民館で返却可能にして欲しい。また、保健福祉センターも子ども

の集まる場所なので返却可能にしてはどうか。」について 

委員～公民館とか保健福祉センターで本を貸し出せるシステムがあればいいのですが、図書館

に足を運んで欲しいということから考えには馴染まない感じがします。 



委員～返却も図書館に来てくれれば、また色々本を見ていただけることにつながると思うので

すが 

高橋館長～これは想像なのですが、例えば図書館で本を借りたとしても上浦幌地区の方だった

ら、わざわざ遠い距離の図書館に返しに来なければいけない。そこで、例えば上浦幌公民

館でも本の返却をできるようにしたら、利用しやすくあるのではないか、また、厚内地区

についても厚内公民館に本の返却をできるようにしたらどうか、また、親子の利用者が返

すときに保健福祉センターの事業に行ったついでに本を返すことができないだろうか、と

いうことを提起していると思われます。そうすれば返す手間が省けるのではないか、とい

うソフト面をもう少し柔軟性を持たせられないかなという意見でございましたから。返却

の方法という部分です。 

委員～中央公民館以外の公民館は、毎月何回ぐらい配本に回っているのでしょうか。 

司書～月一回です。 

委員～各公民館に返却した場合には１ヶ月ずっと置きっ放しなのですか。 

高橋館長～ちょっとこの辺は、実際に職員間の話をしているのです。この間せっかく返却まで

の期間が長ければ、他に貸し出す方に負担をかけてしまいますので、ということであれば

違う方法も考えております。もっと早く返してあげる方法を、各館長さんとお話しをして

いい方法があるんじゃないかというように考えています。 

委員～ちょっとでも楽に返せる方法があるのであればいいですね。 

委員～今までは図書館に返さなければならなかったのですか。 

司書～ここの図書館で借りたのはそうです。 

委員～各公民館で、誰かにお願いして本を返却に持ってきてもらうとか不可能なのですか。 

高橋館長～例えば給食センターの配送車を使うのであれば、学校に持っていってくださいとか、

いずれにしても、その方がどこかに持っていかなければならない。その部分をそれぞれの

公民館とかそういう所に返せれば、ということにしたいというところなんですが、いま、

そのように若干の負担はあるんですけど、それよりも借りた方がスムーズに返却できる体

制を構築したいという方向で、この辺は皆さんにご理解頂ければという意見でございます。 

委員～上浦幌でも、厚内でも巡回配本で本は回っているので、どうしてもこの本が読みたいと

いう場合、予約とかできますよね。この題名でこの本を予約したいんですけどと言えば、

どこかそこかにある本を探してくれるですよね。 

髙田係長～例えばですね、上浦幌公民館でリクエスト。どの本を読みたいと言う形でリクエス

トしていただければ、その本が町立図書館に所蔵があれば、巡回配本のときに、上浦幌公

民館に配本するというようなことはやっております。 

委員～本は廻って、廻って、１ヶ月ぐらい返ってこないこともありますよね。私は上浦幌の人

間なので返却が上浦幌公民館で出来るという事になれば、利用しやすいかなと思います。 

会長～大体よろしいでしょうか。それでは先に進みます。 

 

２．「子どもの読み聞かせの機会を増やすためにも、新しい図書館ボランティア組織等を公募し

てみてはどうか。」 

委員～読み聞かせボランティア「ぐりとぐら」が既にあるんですが、どうなんでしょうか。 

委員～図書館ボランティアとして会員はいるのですが、できるときには出られる人たちでやっ

ていますが、月１回第２土曜日というのが少ない機会だと思うので、できれば私たち以外

にも、もう一つ少ない人数でも同じ日じゃない日にできるような、例えば平日に活動でき



る人がいたりだとかすればもっと読み聞かせの機会も充実すると思います。 

会長～よろしいでしょうか。それでは先に進みます。 

 

３．「浦幌在住の外国の方に母国の絵本を紹介する機会を設けてもいいのではないか。同じよう

な話であっても例えが違ったり、結末が違ったりするはずなので、外国の方、例えばＡＬ

Ｔにお話しを聞く機会があれば他国の文化に触れることができるはず。」 

髙田係長～補足させていただきます。このＡＬＴという部分で学校教育係がＡＬＴの所管でお

二人いるのですけれど、学校教育係に、例えば図書館事業で英語の読み聞かせをＡＬＴに

お願いできないかということをお願いしてみました。常時ということは難しいが図書館事

業で例えば「たなばたまつり」とか「図書館まつり」とか「クリスマスお話し会」という

ようなタイミングに併せて、そしてＡＬＴの都合がよければ派遣は可能との事ですので、

平成 31 年度ですね、そういうお話を頂いていますので、前向きに図書館として考えていき

たいと考えております。そういったなかで委員の皆様のご意見を頂きたいと思います。 

委員～そんなにＡＬＴに余裕があるのでしょうかね。先ほど言われた行事だとか、人が集まる

ときにＡＬＴにお話ししてもらうということですけれども、現実というのは学校というの

は今まで以上に忙しくなるので、ちょっとどうなのかと思いますけれども。 

髙田係長～今ご紹介した部分でいきますと、まず「たなばたまつり」は夏休み中に実施するこ

とになります。そして「図書館まつり」は祝日に実施します。そして「クリスマスのお話

し会」は、土曜日に実施します。ということで、学校行事とまずぶつかることはないだろ

うと考えております。 

委員～ということは、広く町民の方に、色々な方に来ていただいて、その中でお話し会を実施

してお話し会を聞いていただくという内容ですか。 

髙田係長～そうです。 

委員～いいことだなと思いますが、夏休み中とかにＡＬＴの方がこうゆう趣旨で参加してもら

えるのでしょうか。 

髙田係長～学校教育係のほうから、ＡＬＴの都合さえあえばやぶさかではないと回答は得てお

りますので、積極的にこちらの方からＡＬＴさんにお声がけをさせていただいて、事業を

展開できればという風に思っております。 

会長～よろしいでしょうか。それでは先に進みます。 

 

４．「町内で童話を書く方々の支援又は知育のための絵本・童話を公募する。児童・生徒部門、

学生一般部門、史実あり、創作ありという形で行なってもよいのではないか。」 

委員～こういう方たちがいるのであれば支援したほうがいいと思います。 

委員～大人の方たちは「樹炎」という文芸誌に掲載しているので、こちらのほうで一度声を出

してみるのもいいかもしれませんね 

会長～よろしいでしょうか。それでは先に進みます。 

 

５．「子どもの読書活動を支援するために、図書館ボランティアと各小中学校教職員との話し合

いの機会を設けて、各小中学校への図書館ボランティアの積極的な派遣や活用について協

議して欲しい。」 

委員～図書館ボランティアというのは先ほどからの意見を聞いてみますと 30 人程度というこ

とでなかなかむずかしいのでは。 



髙田係長～読み聞かせのほうは「ぐりとぐら」のほうに絵本の読み聞かせというものをやって

頂いておりますし、浦幌小学校の方に出向いて休み時間に合わせて児童に対しての読み聞

かせもやっていただいている状況です。ただ、浦幌小学校だけじゃなく他の学校でもそう

いったことができるのかなという意見だと思うんですよね。 

委員～上浦幌の小学校とか中学校とかでは読み聞かせとかはやっていないのですか。 

司書～図書館司書が行って読み聞かせとかはやっています。 

委員～こういった読み聞かせというのは本当に子ども達が真剣に聞き入っていますし、その姿

は見ているといつも素敵だなと思っています。ですから是非できる範囲でこういった方々

が来ていただいていただけるとありがたいです。ただ、先ほどの意見にもありましたとお

り、ボランティアのご都合のなかの事業だと思いますので、ご都合のつく中で長く継続的

にやっていただければなと思います。 

委員～読書活動を支援するために、ボランティアと教職員の方とありますが、ＰＴＡですとか

親であるとか、読書活動を支援するのであれば当然家庭も大事ですし、家庭が一番子ども

に読書の習慣づけに関わっていくのが大事だと思います。 

委員～子どもの読み聞かせで、例えば小学校で上学年の子が読み聞かせすることとかできない

んでしょうかね。 

委員～時間が取れれば可能かもしれませんね。 

 

４．協議事項（１）「平成３１年度浦幌町立図書館運営方針（案）について」髙田係長説明 

  協議事項（２）「平成３１年度浦幌町立博物館運営方針（案）について」持田学芸員説明 

 

浦幌町立図書館運営方針「２．図書資料だけでなく、インターネットなどのメディア情報も収

集活用しながら、住民の求める資料の提供やレファレンスサービスの向上を目指すとともに、

古くなった図書の入れ替えなど、所蔵資料の精査・整理に取り組みます。」について 

 

委員～古くなった図書の入れ替えや所蔵資料の整理とはどういうことか。 

高橋館長～中央公民館に過去図書室がありまして、その時代の本も図書館にあります。そうい

った古くなった本を確認し、更に所蔵庫の中がこのままいくといっぱいになってしまって入

りきらなくなる。それが原因かということではないんですが、これから新しい本も入れてい

かなければならないので、そういった部分で必要に応じて廃棄をしていくということを考え

ていますが、不定期といいますか定期的といいますかそういった資料の廃棄というものを考

えていきたいと考えています。 

委員～当時の図書室は文庫本から小説まで頂いていたものは全て所蔵してましたよね。整理が

必要かもしれませんね。 

委員～古くなった本と言っていましたけれど、もしかしたら博物館が欲しくなった古くなった

本を捨てるとかそういうことはあるのですか。 

学芸員～それは随時図書館から情報提供を頂いておりますのであまり問題はないかと思います。 

委員～図書館の本は町民の財産ですからそれを廃棄するとなると、その判断はどこが決めるの

でしょうか。 

高橋館長～道立図書館ですとか十勝館内の図書館の廃棄規定を確認させていただいています。

それで、その廃棄規定は本町にもあったのですけれども、要は非常に簡素な規定でありまし

て、こういったジャンルは何年以上とか、そういうものが無かったので規定を見直していま



す。その規定を見直して、教育長決裁で判断を仰いで、これは必要、これは廃棄と判断する。

必要の無いという言葉が適切かどうかはわかりませんが、廃棄するという事になれば、図書

館の前に町民の方々に見えるようにお出しして、必要であればどうぞお持ち帰りくださいと

いうことで期間を設けて行なって、残った本は廃棄をしていくというように考えております。 

 

５．その他  

  ～浦幌町立図書館資料除籍及び保存基準（内規）を配布し意見交換 

学芸員～先ほど委員の方からお話しがあった件について館長に質問したいのですが、図書の除

籍に関してなんですが、非常に気になっている点がありまして、先ほど館長がお話しした資

料の除籍及び保存の基準というのが平成29年ですか、定められて施行されている訳ですが、

私の記憶では除籍の制定の規準に関する経緯や、またその条文の公開というのは図書館協議

会に提示されて無かったのじゃないかと思います。私の記憶違いだったらすみませんが、私

自身も図書館の除籍基準というものをはじめて見させていただいたのですが、私が気になっ

ているのは、今回の経緯とその冊数で、私が聞いている段階では、年間に最低でも1,500冊の

除籍が必要だというような話を聞いています。まずはこの冊数の多さに驚いているのですけ

れども、私は２つの点から今回の除籍について重大な問題があると考えていまして、１つは

今回そもそも除籍の始まりが書庫の狭閉化ということもあるのでしょうけれども、むしろ

元々予算の要求から発生した話ということです。町立図書館には蔵書の目標冊数というのが

あるそうで、当館の図書館は既に目標冊数に達しているそうですね、なので、この目標冊数

を既に超えていることから、図書館の図書の新規購入予算というのは抑制すべきではないか

という話があって、図書館としては新しい本を買わなくてはいけないし、新しい本の購入予

算は必要だということで、除籍を推進しましょうということになっているようで、間違って

いたら訂正していただいて、私は以前の館で博物館図書室の運営に携わっていたので図書館

研究会の委員も経験していて図書館のルールについて携わっていたこともあるのですが、除

籍というのはそもそも重要な作業でして、館長が話したとおり本の新陳代謝は必要なのです

が、まったく蔵書が無かった段階から図書館が蔵書を一定数に達するまで買っていく予算と

一定数に達したのでそこから恒常的に図書館を維持していく為の予算というのには違いがあ

ると思うのですが、図書館の除籍というものは、収集活動の一環として行なわれるべきであ

って、蔵書の内容、蔵書構成を適正に保つ為、本を適正に吟味しこの本を入れるなら、この

本を除籍しましょうというのが、本来の図書館の除籍の考え方と思うのです。最初から除籍

数に目標数を設定している、しかもそれが予算上の事から、上から与えられた数字を前提と

して、蔵書から本を削除していくというのは、本来の図書館の除籍のあり方では無いじゃな

いかと思います。目標数値が先にあってしまうとどうしても数値目標というのが優先されて

しまって、蔵書構成の適正な配分といった今後の構築にも色々な悪影響を与えるのではない

かと個人的に考えています。もう一つ問題に考えているのが、今回の蔵書の除籍の基準が、

制定の過程から制定されて今運用が始まっている、今図書館の除籍作業が始まっている段階

においても図書館協議会に報告がされていない、また制定された除籍規準を公開していない

というのが、戦後の公立図書館のあり方、大きく言えば戦後の反省に立って民主主義国家に

なってからの図書館の運営のあり方として大きな問題ではないかと思います。戦前の図書館

というものは博物館もそうですが、国とか軍隊とか役人が、この本は良いこの本は悪いと選

別してきて、国にとって不要な本を廃棄したり燃やして処分してしまったりする訳ですが、

現在、国会図書館の方へ行くと、「真理がわれらを自由にする」という文字があって、掲げて



おります。これは、色々と世の中には良い悪いそれぞれの知識が溢れているけれども、図書

館はそれらの判断を図書館がするのではなくて、情報としてすべからく国民に知らせていく、

そのためにあらゆる本を蔵書する。それが民主主義を守る為に重要な考え方として、戦後の

図書館の考え方で「国会図書館」に掲げられています。その考え方に基づいて、戦前にはな

かった図書館協議会を位置づけて、市民に図書館に対しての運営のあり方や色々なルールで

あるとか、そういったことの意見を聞こうというものであって、今回は水面下で、特に蔵書

という町民の財産を除籍するルールを役場側で決めて、公開せずに運用してしまうのは戦後

70年以上たった今、図書館のあり方としては実際にはありえないことではないかと感じてい

るところです。私は図書館係ではありませんので余計なお世話なのですけれど、専門職とし

てこのあたりは非常に危機感を感じています。理念的な問題だけではなく、図書館の除籍の

問題は全国でたびたび問題が起こっていまして、最近では2005年に千葉県で船橋市西図書館

というところで、図書の蔵書廃棄事件というのがありまして、これは2006年に最高裁判所で

判決が出ていて国家賠償責任まで至っている事案なのですね。これは実は蔵書基準がいつの

間にか定められていて、知らない間に廃棄が進んでいるという内容で、このままでは、同じ

ような問題になってしまいますし、その様なことが起こらなくても図書館運営をきちんと民

主的に行なっていく上では、今回の蔵書基準の運用の仕方というのは非常に問題が大きいし、

全国的な戦後の流れに逆行するのじゃないかと考えています。図書館のほうで除籍基準を公

開しようという動きもあったらしいのですが、結局今まで公開されないでいますので、なぜ

除籍基準の制定に当たって制定された規準を今日まで図書館協議会の場で公開して議論をし

なかったのかなということについて図書館長の見解をお聞きしたいし、図書館協議会の皆さ

んにもこの問題について考えて頂きたくご意見を頂けたらと思います。この会は館長の諮問

機関なので私が諮問するのは変なのですが、それは委員長のご判断でご審議いただけたらと

考えております。ちなみに、内規の除籍基準をコピーして持ってきたのですがお配りしても

よろしいですか 

会長～ぜひお願いします。 

【別紙-浦幌町立図書館資料除籍及び保存基準を配布】 

持田学芸員～本来こういった場で私がこういったことをするのはルールに反していると思うの

ですが。私自身は今回の除籍基準に関しては実際に司書さんが除籍作業に当たっていく事に

なりますが、1500冊という膨大な量を除籍する為に来年度の図書館事業に様々な影響が生じ

てくると思います。そもそも除籍の基準の内容以前に色々な問題があって、今回の除籍基準

の効力は一度停止して、もう一度制定から検討を始めるべきではないかと、除籍作業自体も

制定されるまでの間一度停止して、図書館学用語では蔵書評価と言うのですが、今日の議案

書の11ページの蔵書構成ですが図書館では蔵書構成のバランスに偏りが無いかをご覧頂きた

いのですが、開館20年ですので、除籍を大々的に行なうよりも図書館の蔵書構成の見直しに

時間をかけて行なって、その上で、図書館の除籍作業を行なっていくのが本来のあり方では

ないかと思います。ご意見いただければと思います。 

会長～除籍基準は動いているのですか 

持田学芸員～はい、動いています。 

会長～実際、初耳だったものですから一言館長から説明いただけますか。 

高橋館長～持田学芸員が言ったところなんですが、町の予算があります。年間で250万円購入す

る予算です。今の状況はかなり年数が経っていまして町の財政が非常に厳しくなっていて、

その250万円という金額。只今、持田学芸員の言った言葉と一部反するのですが、町財政が厳



しいということで、図書購入費を少し落とすことはできないかというのと、併せて町づくり

計画では図書館の蔵書は７万冊という目標を定めています。今の話で行くと冊数を定めるの

はおかしいという意見でしたが、町づくり計画の中には目標冊数７万冊と定めています。こ

れは、現在の計画を作る前の段階ですので、今の図書館にある蔵書冊数は８万５千冊ですか

ら既に７万冊を超えている状態そして、図書購入費を毎年250万円頂いて、毎年２千冊以上購

入していきますと、今の蔵書数を増やしていくといずれは収納する場所がなくなってしまう

と、そういう目的で、それと、先ほど話をした古い本、公民館図書室時代の本が沢山ありま

すということで、やはり、もう一度見直しをする必要があるのではないかという目的ですね、

そういうこともあり、蔵書の保存基準を見直したところです。公開している公開してないに

ついては、これは、公開はしていないです。なぜ公開しないのかということよりも、保存基

準を見直しましょうということで、この基準を29年度に見なおして、平成30年４月１日から

施行しているということで、今、除籍しているのは、使えなくなった本、破れて使えなくな

った本を30年度も除籍しています。約100冊ぐらいとデータは曖昧ですが、約100冊ぐらいは

汚れた本、破れた本を除籍しています。除籍をする前に決裁をとりまして、そして図書館の

前に陳列し皆さんにどうぞ持っていてくださいという形で置いて、残ったものは廃棄してい

く。除籍をして皆さんにどうぞお持ちくださいという対応をしている状況です。若干言葉が

足りない部分があろうかと思いますがこういう状況です。これは、29年度に十勝管内で資料

を集めて作り上げた保存基準です。これができる前は、半分ぐらいの保存基準になっていま

して、非常に除籍するにも除籍しづらいということでしたので、管内の状況を集めてこうい

った基準を定めさせて頂いたということです。 

会長～内容による除籍の項目で大体10年とか20年で除籍対象になるという形で書かれているの

ですけれども哲学とか宗教とか20年経ってもすごく内容のあるものというのはどなたが判断

するのですか。 

高橋館長～一応司書に判断してもらって、最終決断は教育長が決定します。我々素人では…ま

だ、哲学とか辞書ですとかそういうものは廃棄することは多分無理だろうと、それから、目

標冊数を定めてますけど、やはり、出来るものと出来ないもの自ずとでてくるのではないか

と思います。ただ、やはりある程度目標冊数を定めないと進まないという状況でもあります

ので。 

会長～何かご意見のある方は出していただきたいと思います。 

委員～蔵書構成に対して、こういうものに対する目標冊数というのは決められているものなの

ですか。 

高橋館長～蔵書構成のそれぞれの冊数にも、目標冊数というのは定めていませんので、７万冊

というのは、構成とはちょっとかけ離れていると思います。ただ、７万冊自体も次の町づく

り計画では、今もう既に８万冊を越えていますので、目標冊数もやはり前回と違う形で策定

していく、蔵書構成のほうについては考えながら目標冊数は再度変えていかなければないか

と思います。 

会長～さっと読んだだけですけども、慎重に対応していただきたいなと思いますね。 

委員～20年以上とか書いてありますが、そういった中には廃版になってしまった本とかもある

と思うので、手に入らなければそういったものを廃棄するのはどんなものでしょうか。 

高橋館長～そういった本もあると思います。それを20年経ったからそれを全て廃棄するのかと

はならないと思います。それをやってしまうと、素人のやるようなものですね。そういうよ

うにはならないと思います。 



持田学芸員～蔵書の目標冊数というのは、私も町立図書館の規模に応じた蔵書総数というのは、

実際にそれはあると思いますが、除籍に1500冊レベルの除籍本というのは、中身を一冊一冊

吟味しないと非常に現実的にはなかなか難しく、将来的にも難しくなっていくのではないか、

非常に無言のプレッシャーになってきますよね。目標蔵書冊数とは別に除籍の数というもの

を最初から決めてしまうというのは、少し危険が大きいのではないか、数が大きいこともあ

って、そこが一番危惧しているところであります。私は全国の除籍基準を調べてみましたが

10年、20年というのはわりと触れられている数値ではあるのですけれども、どの図書館でも

この数値に達したからといって除籍するわけではありませんので、それぞれの図書の内容と

蔵書状況、全国における蔵書状況を見極めて除籍作業を行なっていく、つまり、ひとつひと

つの除籍作業には、相当な労力が必要となるので、余裕と時間をもってひとつひとつの図書

の吟味を司書さんができるような環境を作っていかないと、適正な除籍というのはいつの間

にか数値を追うだけの機械的な作業になってしまって、蔵書構成に大きな問題を起こすので

はないか、そういう危惧を感じています。もうひとつは、繰り返しになりますが、町民の財

産である本ですので、税金でも購入していますし、図書の寄贈をするためにお金を頂いてい

るケースもありますし、図書そのものを寄贈いただくケースもある。そういったものを図書

館から抜いていくといったことのルール作りの過程に図書館協議会が関わっていないという

経緯は問題性が大きいかなと私は思います。 

会長～慎重にやっていただきたいなと思います。 

持田学芸員～除籍基準はこのまま運用していくべきだと思いますか。私はいったん停止すべき

だと思っているのですが。そういった辺りは図書館協議会の委員の方はどうお考えでしょう。

意見があれば伺いたいと思います。 

委員～専門職である司書の方の意見もお聞きしたいと思いますが。 

委員～少ない人数の中で、図書館運営をしていただくことは、かなり大変だと思いますし、私

は危惧をしています。 

髙田係長～よろしいでしょうか。内部の人間でこういうことを言うのもおこがましいのですが、

図書館には、内規として図書収集方針、そして図書選書基準、そして今皆さんのお手元にあ

る浦幌町立図書館除籍及び保存基準というのがございます。これらは全て内規でございます。

ですからどのような選定を、方針をもって本は選書されているのか、そして、どういった選

書過程を経て図書が搬入されているか、そして、最終的に廃棄するというところの透明性で

すね、例えば先ほど館長から話があった図書館の前に置いて持って行っていいですよといっ

ても、例えばこれが上浦幌の方とか厚内の方だったらわからないんですよね。どういう本が

今図書館で廃棄されようとしていて、もし、それが欲しい本だった場合に町民の方からご意

見をいただいて、廃棄するのであれは私に頂けないかというような間がワンクッションあっ

てもいいのかなというのが、担当レベルでおこがましい話ですけれども思っているところで

はあるんですよね。ただ、ちょっと今学芸員のほうからもお話のあったとおりですね、図書

をどうゆう風に取り扱っていいかというところでは、司書が一番の専門職でありますので、

やはり、司書の負担ということを考えたときにですね、冊数ありきの除籍というのはちょっ

と難しいのかなと、私は素人ですので詳しいことはわからないのですけれども、やはり、大

変厳しいかなというふうに思っていますので、皆さんからですね今回頂いた意見を踏まえて

館長、教育長と相談した上で、収集方針、選定基準、そして、除籍保存基準をできるだけ公

開できるような形の方向で考えて行きたいという風に思うのですが、それについて皆様方の

ご意見を頂きたいのですが、いかがでしょうか。 



委員～私が第一に考えているのが、この図書館・博物館協議会の委員としては、こういう基準

の選定に関わる立場であるのかどうかというのが…確かに図書館から色々な活動を検討する。

それを、基準を運用するというところまで、私たちが関与すべきか、その辺の立ち位置が分

からないのですが。ただ、この内容については、少し説明していただかないとわからないの

でなんですが、ただ、町民の財産を預かっており、公開できるものであれば是非公開してい

ただければなと考えます。 

持田学芸員～公立図書館で除籍基準を図書館協議会にかけるのは決まりが無いのですが、学校

図書館は実はあって、公立図書館においては図書館協議会にかける明文化されたものは無い

のではないかと思います。ただ、実際的には公立図書館の蔵書というのは図書館活動の中核

となってくるものですから、その蔵書に当たってのルール作りとしては図書館協議会の同意

を得て行なわれるのが通例です。先ほどご紹介した2005年の船橋市の図書館の蔵書廃棄事件

というのは最高裁判所の判例に基づき強く求められています。やはり、除籍基準の策定と公

開については、きちんと行なうことが必要ということが現在の図書館業界での主流という風

に思っています。確かに右も左もわからないですよね、だからこそ制定に当たっては十分な

説明と十分な審議がルール作りの過程で必要なのかなと、 

委員～実際にこの内規である基準というものについて不備とかはあるのでしょうか。 

持田学芸員～不備そのものは無くはないのですが、概ね他の図書館の基準に沿ったものかなと

思っています。ただ、本町の当図書館のレベルにすると、いささか基準が細かいかなの思い

ますけど。先ほどお話があったとおり、具体的にはこの年数に達したから除籍をするという

ことではありませんので、例えば道立図書館ですとか他の政令指定都市の除籍基準などはざ

っくりと幅を持たせた形なのでここまで分類別に定めているレベルにはなっていない基準も

多々あります。他の図書館でこのように細かい基準を定めているところはありませんけど、

館長が専任で図書館学に精通している図書館であれば基本的に館長の責任で除籍はされると

判断されますので、かなり細かく基準を作っているところはあります。当町の図書館の規模

で、ここまで細かい基準が必要かどうかというのは、若干私は疑問に思います。ただ、中身

が極端に他の町とおかしいということはなく、手続きの部分でおかしいのではないかなと考

えます。あと、専門職の司書がおられますので司書さんにお聞きしたいのですが。 

会長～そうですね現場の声を聞きたいですね。 

司書～私も、12月に突然除籍のことを命令されまして、非常に戸惑いながら… 

会長～去年の12月ですか 

司書～はい。そうです。戸惑いながら準備をしているところです。皆様から指摘がありました

とおり、除籍をするには相当な時間が必要で、現実的なところで1500冊の除籍をするのは、

期間内にするのは無理です。ただ、一応目標冊数ということで1500冊廃棄できる本があるか

どうか期間内に調べる作業はしなければいけないという状況になっています。ですので、１

千数百冊を見ればいいのか何万冊を見ればいいのかそういうのはまだわからないです。あと、

廃棄する本につきましては、ちょっと数が多すぎるものですから、今までどおりに、本当に

使えない本を除籍するにも皆さんにお知らせせずに除籍するというのも数が多くなるといっ

ぺんにそういうことをする訳にはいきませんので、何らかの形で、例えば、ポスターだった

り、広報誌に掲載するとか、冊子を作って配るですとか、何らかの形で町民の皆さんにお知

らせする方法は作らなければいけないと思っていました。 

会長～では、そういった仕事があって、図書館の通常業務もあって対応することは可能なので

すか。 



司書～これがきっかけといいますか、図書館事業の見直しとかをして、隙間をつくってどうや

っていこうかという話は司書の間では行なっています。 

高橋館長～新年度除籍という作業が入ってきますので、既に一部はいっているんですけれども、

来年度は今言った目標冊数をある程度掲げていますので、そうなれば今までやっていた事業

が縮小されます。それは、職員会議で話をしていますので、そうなれば事業の見直しが必要

であろうということで、人数が少ないからどうするというのは置いておいて、やはり、一部

事業を削るものは削る。そして新たに除籍作業にあたれば、という打合せをしてやっていま

す。20年以上はすべて除籍をするということではなくて、こちらで整理していく中で除籍し

なくてもいい本はある訳ですから、そういった作業はやはり目標冊数は掲げていますけれど

も、これはどうしても除籍できないという本は出てくると思います。そうなれば、その都度、

どうするこうするという話し合いがなされますので、そういった皆様から言われたように、

何らかの方法でこういった会議にお出しするとか、あとは幅広く係長が言っていたように、

上浦幌の方、厚内の方にも届くような方法も必要かなという風には感じています。これをど

うしていくかは次長、教育長とも話しながらやっていく、それと委員各位からお話があった

とおり慎重に考えていかなければならないのかな、と考えています。 

会長～事業の見直しというのは必要なことですけれども、この仕事が増えたから町民サービス

が低下することが無いよう肝に銘じて頭の中に入れておいて頂きたいと思います。 

高橋館長～司書の仕事は除籍だけではないのでそういうことはございません。 

会長～また、平成31年度の最初の会議のときでもこの資料ですとかを開示していただけるので

したら是非していただきたいなと思います。 

 

会長～今日の会議はこれで閉じさせていただいてよろしいですか。それでは、平成30年度の事

業報告並びに平成31年度の事業方針について長時間にわたってご審議いただきありがとうご

ざいます。また、皆さんも気がついたところがあれば個人的でもお伺いして声を出していた

だきたいと思います。これで会議を閉じさせていただきます。 

 

 


