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No 章ページ 意見の趣旨 意見の概要 意見に対する教育委員会の考え方

1 第1章 16 学生の自
習

Ｐ１６（３）において、「未だに多くの人には、趣味娯
楽のための施設、本を無料で貸し出す場所、学生
が勉強するための空間として受け止められていま
す。」とあるが、事実上そう解されてもやむを得な
い。中央図書館は学習室を設けていないが、学習
机として利用されているケースが多い。最近、新聞
雑誌コーナーの机に新聞雑誌席と明示したことは
よい。

学習机として利用されていることについては現状を
十分認識しており、今後とも、図書館の資料を参照
するための設備であり、利用者の意識啓発と理解
促進について、周知を図ってまいります。

2 第１章 16 学生の自
習

図書館の資料を全く使わない学習のみの利用が
目に付く。「一般優先席」の明示は。席借りのみの
自習は図書館の本質的な機能ではない。

図書館の閲覧席は、図書館の資料を閲覧するた
めのものと考えます。資料を使わない利用者の閲
覧席の使用については、利用者の意識啓発と理
解促進のため、周知を図ってまいります。

3 第1章 16 課題 Ｐ１６（２）の①において、「休館日が統一されていま
せん」とあるが、統一する必要があるのか。利用者
サイドに立てばどうか。全国の例をキャッチしてい
るのか。

各図書館においてサービスの差が生じていること
を課題として取り上げております。

4 第1章 16 課題 Ｐ１６（４）貸出、予約の次に「レファレンス」を入れた
方がよい。

ご意見を踏まえ、「レファレンス」の表記を追加しま
す。

5 第1章 17 課題 Ｐ１７（５）「優先順位を明確にし」とあるが、実際でき
るのか。またどうして必要なのか。

この項目では課題の表記を行い、第３章で実施の
方向性を示しています。

6 第1章 17 課題 Ｐ１７（６）は現状を述べているだけである。生涯学
習課と中央図書館との関係はこのままよしとしてい
るのか。

この項目では課題の表記を行い、第３章で実施の
方向性を示しています。

7 第１章 19 評価 このサービス計画が実際どのように行われている
のか、チェック機関が必要だと思う。

数値目標の達成状況の公表に努め、評価につい
ては、図書館協議会で協議、行政評価システムに
おいて事後評価を行います。
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8 第2章 26 その他 県立図書館であろうが、市立図書館であろうが、小
郡図書館であろうが、その地域の人たちに密着し
た図書館でなければ、図書館が存在する意味がな
いと思います。

地域に根ざした図書館サービスの提供に取り組ん
でまいります。

9 第2章 26 地域資料 目標Ａのところ　各図書館はその地域の文化的中
心施設であることから、地域の特性をしっかりと押
し出す。小郡の場合、山頭火のすべてあるいは林
勇蔵とその関連文献など独自のコーナーにまとめ
る。（文化資料館にあるものも移す。）山口中央も
郷土資料はきわめて貧弱。網羅するなら徹底的に
集めること。

地域資料に関して、中央図書館は網羅的に収集
し、小郡図書館を含めたそれぞれの地域館は、そ
れぞれの地域にかかわりの深いものを中心に収集
してまいります。

10 第2章 26 地域館 ぜひ地域に密着した図書館を目指してほしいと思
います。そのためだったら少ないかもしれません
が、僕にできることがあったら力を貸したいと思いま
す。

市民とともに協働して図書館サービスを進めてまい
ります。

11 第2章 26 情報拠点 これからの図書館は地域の情報拠点であるという
ことを計画の全面に打ち出してほしい。これからの
社会では、人生の多くの場面で、自己責任の元で
判断を迫られる機会が増えてくるが、正確で適切
な情報を住民に平等に提供する社会のセーフ
ティーネットとして機能してほしい。

「地域を支える情報拠点として市民に役立つ図書
館」を目標に掲げており、ご指摘の点を踏まえ、本
計画を推進してまいります。

12 第2章 27 行政支援 Ｐ２７　Ａ－６　行政資料室の設置を検討してほし
い。

各図書館の地域資料コーナーを充実していきたい
と考えており、行政資料室の設置については、現
在考えておりません。

13 第2章 27 職員能力 Ｐ２７　Ａ－２－５において、運営は固定せず、２人
１組でローテーションと聞いているがこれと矛盾し
ないか。

個々の職員の専門能力の向上に努めてまいりま
す。

14 第2章 27 地域資料 Ｐ２７　Ａ－３－３は中也記念館に統一した方が
すっきりして、利用上、予算上効率的ではないか。

利用者の利便性を考慮し、市立図書館と中原中
也記念館の設置目的と照らし合わせ、効果的な取
り組みを検討してまいります。

15 第2章 28 子どもの読
書

図書館の中に入ったら無駄口をたたかない、静か
に学生の人たちが勉強しやすい環境を整えなけ
ればならないと言われていますが、本当に本を読
ませていあげなければいけないのは子どもたちで
はないでしょうか。蔵書を増やすとか本の貸し出し
を便利にするという事も確かに大切なことだと思い
ますが、子どもたちが本当に本を好きになってくれ
る事が本来の図書館の姿ではないでしょうか。

子どもの読書活動が推進できる環境の整備に努め
てまいります。

16 第2章 28 子どもの読
書

自分が図書館で書籍を読んでいるときでも、子ども
たちの声を聞くと本当にホッとします。子どもという
のはよく母親に甘えるものですが、そういう時の子
どもと母親のやりとりを見ていると、本当に心が和
みます。これが本来の図書館の姿だと思います。

次代を担う子どもの育成を推進する図書館として、
また市民ひとり一人のしあわせが実感できる図書
館としてサービスを提供してまいります。
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17 第2章 29 学校図書
館支援

Ｐ２９　Ｂ－５　学校図書館支援センターを中央図
書館もしくは各館に設置すべきである。

現行の運営体制の中で、学校図書館の支援を
行ってまいります。

18 第2章 30 図書館資
料費

目標Ｃのところ　時代の動きは早く複雑。これに対
応する資料をスピード感覚を持って提供する。新
聞、雑誌をもっと多く。（特に小郡）参考になりそう
な新刊書はどんどん購入して並べる。

限られた図書館資料費の中で、計画的な資料収
集に努めてまいります。

19 第2章 32 公民館図
書室

Ｐ３２　現状の５において、公民館図書室につい
て、今後の課題では言及していない。なぜか。

公民館図書室については、図書館サービスの
サービスポイントと考え、計画の推進に取り組んで
まいります。

20 第2章 33 公民館図
書室

Ｐ３３　Ｉ－３　公民館図書室は図書館システムに含
み、分室として位置づけることもできるがどうか。

公民館図書室については、図書館サービスの
サービスポイントと考え、計画の推進に取り組んで
まいります。

21 第２章 36 市民の意
見

今後、どのように市民の意見を反映させながら、
サービスを行っていくのか、はっきり書いてほしい。

利用者アンケート、意見箱等の意見を参考に、市
民からの要望、サービスの効果を総合的に考慮
し、優先順位をつけて、適切な資源配分を行い、
サービスの向上に努めてまいります。

22 第2章 37 図書館ボラ
ンティア

Ｐ３７　図書館ボランティアの範囲について、教科
書通りの定義をしているが、実態はどうか。（１）に
おいて、「また、・・・」以降を削除したらどうか。ま
た、（２）の④内容を見るに、すべて業務そのものを
補うものであり、このままでは誤解を招く。（２）④ウ
の書架の整理について、職員がノータッチとすれ
ば、書架から図書の動きを知るという重要な業務を
しないことになるが、これでよいのか。職員が実態
に疎くなる危険がある。

今後の取り組みの中で参考意見とし、図書館ボラ
ンティアの組織、運営の充実に取り組んでまいりま
す。
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23 第3章 39 限られた資
源

Ｐ３９ の３において「限られた資源」とあるが、カッコ
内の順序の理由は何か。予算は共通事項でありむ
しろベースである。図書館の３要素は図書館員７
５％、資料２０％、施設５％と１９世紀末からアメリカ
では言われている。これに従えば、順序は職員、
資料、施設そしてこれらに必要な予算となる。図書
館の良否は７５％が職員の質、２０％が商品として
の資料で決まると言われている。施設はわずかに
５％にすぎない。

本計画における図書館サービスを提供する上での
優先順位と考えております。

24 第3章 44 メールマガ
ジン

Ａ－４  情報発信機能の整備、充実「メールマガジ
ンの発行」について　図書館メールマガジンの発
行は是非実施していただけるとうれしいです。この
場合、ＨＴＭＬ形式での発行か、テキスト形式での
発行か或いは両形式併用型での発行か明示して
記述していただけるとより分かりやすいものになる
のではないかと感じます。ただ、ＨＴＭＬ形式の場
合、見る側にとっては大変見やすいものとなります
が、ウィルス感染の危険性が増すというデメリットも
あります。メールマガジンの場合はウィルスの問題
があるのでなるべく慎重にすべきかな、とも考えま
す。

様々な図書館の情報を迅速に提供するメールマ
ガジンの発行ができるよう、今後の計画を進めてい
く中で参考意見とします。

25 第3章 49 視聴覚資
料

Ｂ－２－２　子ども向け上映会の開催　スタジオＣで
開催されている子ども上映会のプログラムが同じで
す。上映ソフトの充実をお願いします。

子ども上映会のプログラムは、図書館の映像資料
を活用して実施していることから、限られた図書館
資料費の中で、できる限りの対応をしてまいりま
す。
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26 第3章 50 小中学校と
の連携

第3章個別サービス事業】 B次代を担う子どもの育成を
推進する図書館 B-5小、中学校との連携、協力の推進
「学校図書館担当者との連絡会の開催」について 学校
図書館と公共図書館との連携は今後も更に発展させて
いけると良いなと思います。
 私は「学校図書館を考える会・山口ネットワーク」にも入
会しております。会員の方のお話でも「どこまで学校図
書館側が求めるかによって変わってくるのではないか」と
いう意見が出されました。学校側も動いている途上にあ
り、特に「ゆとり教育」が見直されつつある現状におい
て、カリキュラム上「総合的な学習の時間」「調べ学習」
の割合がどの程度のものになるのか分かりません。
高等学校の話ではありますが、必修科目を教えずに受
験を優先させていた学校が実はかなりあったという
ニュースも世間を騒がせています。調べ学習よりも受験
勉強優先、という学校の場合、どこまで公共図書館との
連携を望んでいるのか不透明な状況もあるのではない
か、と感じます。定期的な連絡会を通して議論を深めて
いければ良いと思いますが、会員の方も「現実的に先生
方は部活動などの指導もあってお忙しく、なかなかディ
スカッションの場に来て頂けない」といった意見も出され
ました。どこまで意見交換可能か、という問題は個人の
意識の問題と直結してくるのかな、と感じました。
なかなか他の機関と連携することは意思疎通の不備
等、スムーズにいかない面もあるかとは思いますが、より
良いサービスが実現出来れば良いなと思います。

小、中学校と市立図書館が協力、連携が発展する
よう、今後の計画を進めていく中で、参考意見とし
ます。

27 第3章 52 視聴覚資
料

Ｃ－１－２　視聴覚資料の収集　開館以来映像資
料が増えていません。年毎の充実を希望します。

限られた図書館資料費の中で、図書館資料全体と
して資料の充実に努めてまいります。

28 第3章 52 集会機能 図書館の機能のうち集会機能の文言すら見当たら
ないのは同機能が軽視されている証拠では。図書
館を支援する諸団体が利用したい集会室すら館
内にない。事実県立の施設、ある時は民間のそれ
を利用している。図書館内にかかる施設を設ける
意志はあるか。

既存の施設については、困難な点がありますが、
今後の個々の図書館の建設計画においては、参
考意見として検討してまいります。

29 第3章 52 集会機能 集会、文化活動をもっと充実させるための具体的
な内容を盛り込んでほしい。

図書館まつりや映画の上映会、おはなし会や資料
展示を始めとした各種イベント、行事を充実させ、
日々の生活に潤いを与え、心豊かな人づくりに貢
献できる図書館として、たくさんの市民に利用され
る機会と場を提供してまいります。

30 第3章 53 集会機能 P53　各種行事・イベントの開催  講座、イベントな
どは身近で開催されることが気軽に参加する前提
となります。拠点館だけでなく地域館でも開催をお
願いします。

各図書館での開催を考えています。

31 第3章 54 危機管理 Ｃ－４－１　危機管理体制の整備　ビデオ視聴コー
ナー等で子どもに声をかけている不審者がいま
す。巡回等の対策をお願いします。

現在も、職員による定期的な巡回や館内入り口へ
の注意書きの掲示等で防犯に努めていますが、今
後は様々な危機を想定し、警察、消防等の関係機
関とも連携しながら、利用者の方が安心して利用
できるよう、危機管理体制を強化してまいります。
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32 第3章 54 施設 Ｃ－４－２　施設、設備の改善、充実について　雑
誌コーナーが暗すぎる。照明をつけてください。

現状については十分認識しており、施設全体の緊
急性、優先順位を考慮し、限られた財源の中で施
設、整備の改善に努めてまいります。

33 第3章 54 施設 中央公園のベンチコーナーへの通路口が未整備
のまま放置されているのはなぜ。

現状では図書資料の紛失等の管理体制が整備で
きないため、また、図書館への利用者の出入りの
管理体制を整えることができないため、ご指摘のよ
うに利用できない状態になっています。今後は、有
効に活用できるよう検討してまいります。

34 第3章 56 電算システ
ム

P56　　電算システムの統合　　市内各図書館の電
算システムの統合については、県立図書館との協
力も含めて大きな視野でよく吟味してシステムを選
択して欲しいと思います。それから「全館の資料を
対象とした予約、配本物流システムの構築」　につ
いてですが、中央図書館では80件を超える予約が
入る本があると聞いています。　ここで言われてい
るシステムでは人気が高く予約の多い本は”本籍”
のある館にいつもないという状態が考えられるとい
うことでしょうか？（例えば阿知須図書館所蔵の「東
京タワー」が予約で中央図書館や小郡図書館経
由で貸し出され、阿知須図書館にはいつもないな
ど）もしそういう状態になるのであれば、読みたい本
がいつもない、魅力のない図書館になりそうで心
配です。本籍館に配慮した、システム作りをお願い
したいと思います。

電算システムの統合により、図書館サービスの利
便性が向上することになりますが、ご指摘の問題が
生じることが予想されることから、業務の効率性とと
もに、図書館サービスの利用範囲など地域図書館
を利用する市民利用者の利便性にも配慮し、総合
的に検討してまいります。

35 第3章 58 利用時間、
利用登録
範囲

Ｉー６　利用時間、利用登録範囲の改善について
現在の週１回＋祝日では多い月で７日休みになり
ます。これに特別整理期間を加えると、かなり休み
の日が多くなっています。また時間も中央図書館
をのぞき、平日午後６時、土日は午後５時までで
す。図書館はいつでも気軽にのぞける場所であっ
てほしいと思います。それで、休みは日曜を外して
週１回、祝日は開館。整理日は最小限にできない
でしょうか。また学校帰り、勤め帰りなどでもよれる
ように閉館はもう少し遅くできないか。一部交代制
のような形でできないでしょうか。但しその場合で
も、問い合わせなどに対する対応のできる方を配
置していただきたく思います。

現行の職員体制、図書資料の管理状況におい
て、図書館サービスの質を維持しつつ、利用しや
すい施設となるべく運営に努めてまいりますが、今
後は、本計画を進める中で参考意見として、利用
者の視点に立ったサービスを提供し、適正な開館
日数の設定、開館時間の設定を検討してまいりま
す。

36 第3章 58 利用時間、
利用登録
範囲

Ｉ－６－１　適正な開館日の設定について、休日
（祝日）に休むなどサービス業とは思えない。サラ
リーマン等はいつ図書館に行けばよいのか。勤務
シフトで休みが必要なら、休日の翌日（平日）を休
みにすればよい。

開館日の設定については、地域の実情や地域住
民の生活時間、周辺の環境などを考慮し、サービ
スが低下しないよう、また、費用対効果を十分考慮
して、検討してまいります。

37 第3章 58 利用時間、
利用登録
範囲

図書整理日の休館が多すぎる。整理日に２階の通
路から除くと午前中は何も作業をしていない。効率
よい整理で出来るだけ整理日（休館日）を少なくし
てほしい。

現在各図書館で実施している図書整理による休館
は必要と考えており、引き続き効率的な業務に取り
組んでまいります。

6／11 考え方
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No 章ページ 意見の趣旨 意見の概要 意見に対する教育委員会の考え方

38 第3章 58 利用時間、
利用登録
範囲

Ⅰ－６－２　適正な開館時間の設定　について　土
日に17時閉館は早すぎる。夏などまだ明るいのに
追い出される。百歩譲っても日曜はともかく土曜日
は早すぎる。サラリーマン等の利用を考えるとむし
ろ平日より遅くまで開けていてもよいくらい。

開館時間の設定については、土日の開館時間の
延長を含め、利用者の方のニーズを踏まえ、職員
の勤務体制について、検討してまいります。

39 第3章 58 利用時間、
利用登録
範囲

平日の閉館時間（19時）は早すぎる。全ての日とは
いわないまでも金曜日等は20時まで開けていてほ
しい。柔軟な開館時間の設定を望みます。

平日の閉館時間の設定については、児童生徒の
夜間利用についての問題点や、周辺地域・施設へ
の影響を考慮し、現行どおりの運用とする考えで
す。

40 第3章 58 利用時間、
利用登録
範囲

P58　　利用時間、利用登録範囲の改善　阿知須
図書館は市外登録者が多いと聞いています。私の
宇部の友人もよく利用しています。市民へのサー
ビスに徹底したいという思いもわかりますが、市外
の人に貸し出しをしないことで、阿知須図書館の
利用者数は確実に減少することになります。このこ
とは阿知須図書館の活気を失うことにつながるの
ではないでしょうか。一方向にだけ向いた図書館よ
りも誰にでもやさしい、開かれた図書館を目指して
欲しいと思います。それが今までの阿知須図書館
のよさだったようにも思えます。市外の人に貸し出
しをしないことは本当に市民へのサービス向上に
つながるのでしょうか？

電算システムの統合時点で、各図書館が個々に
定めている貸出できる範囲を統一する必要が生じ
ます。統合時点において、市民への図書館サービ
ス優先し、市外に住んでいる人については、御意
見を踏まえ、今後利用対象を見直す場合に、近隣
市町の図書館利用状況、利用条件も研究し、更に
検討してまいります。

41 第3章 63 外国人 Ⅱ－４－６　外国人を対象としたサービス　英字紙
や海外の書籍が少なすぎる。充実を。

御意見を踏まえ、今後の取り組みの参考意見とし
ます。

42 第3章 65 利用者アン
ケート

利用者アンケートも各図書館で実施され、それぞ
れの図書館での満足度があがるように願っていま
す。（平均してよくなったと判断するのではなく）

利用者アンケートを実施する際に、参考意見として
配慮してまいります。

7／11 考え方
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No 章ページ 意見の趣旨 意見の概要 意見に対する教育委員会の考え方

43 第4章 67 中央館的
な機能

中央館の位置づけ、機能が現在のままで適正か。
中央の名に値するか。Ｐ６７において、中央館では
なく「中央館的」と述べているのはなぜか。小郡、
秋穂の建設計画においては中央館の姿が全く見
えないのはなぜか。図書館の管理運営の総合調
整に関する事務の所管はどこか。

目標年度内に図書館の配置、整備を行い、総合
調整を含めて、機能については、中央図書館に市
全体の図書館の中枢機能を持たせたいと考えま
す。

44 第4章 67 中央館的
な機能

Ｐ６７（３）において、図書館の管理運営の総合調
整に関することが抜けているが、その理由は。また
どこの所管となるのか。

現状は生涯学習課図書館担当においてが所管
し、計画期間内において、中央図書館内に総合調
整機能を持たせる考えです。

45 第4章 68 全域サービ
ス

P68　　全域サービスのイメージ図  このイメージ図
では団体貸し出しは拠点館でのサービスとしてあり
ますが、地域館での団体貸し出しも必要だと思い
ます。（例）地域の読み聞かせ団体や学校図書
館、学童など

本計画では、中央図書館、小郡図書館を中心的
取り組み、秋穂、阿知須、徳地の各図書館におい
ても取り組みを行うこととしています。（個別サービ
ス事業　B－６　51ページ参照）

46 第4章 72 小郡図書
館

特色ある図書館は必要か。特色のないのが特色と
いう説もある。図書館プロパーの充実が先決。その
ような余力があるとも思えないし、仮にあったとして
も市民が真にこのような図書館をのぞんでいるの
か。

地域の文化を支援し、歴史とともに歩む図書館とし
ての役割も重要であると考えます。

47 第4章 72 小郡図書
館

重点事業１ について、小郡図書館は改築するの
だからソフト面の目標や事業をもっと具体的に示す
べき。蔵書１万冊に満たないようだが、すでに歴史
書を中心とした「吉村文庫」７０００冊あまりが保管さ
れているはず。今では買えない貴重なものがたくさ
んある。これもきちんと位置づけ公開する具体策を
示すべき。

小郡図書館の具体的なサービス内容については、
開館準備の段階から方針を定め、目標や事業内
容についても早急に検討してまいります。

48 第4章 76 移動図書
館

Ｐ７６～７７　移動図書館について、現在運行して
いるＢＭについて問題点はないか。利用状況も含
めまず現行の実態を把握することから始めたい。Ｂ
Ｍに直接意見を述べるため、ＢＭに意見箱を設置
したり、乗員と利用者が意見交換など会話をする
時間が必要。ＢＭの再編に当たっては、市民の声
を十分に聞くことが必要である。ＢＭは図書館の宣
伝車でもある。単に貸出返却だけでなく、利用者
が図書館を知る窓口でもありたい。

移動図書館の運行については、全面的に見直し
を考えており、今後の取り組みの中で参考意見とし
て、検討してまいります。

49 第4章 76 移動図書
館

移動図書館車の運行については、利用者の意見
を十分に反映させてほしい。

現在利用者されている方の意見とともに、「図書館
に行きたくても行けない」利用者に配慮して、サー
ビスステーションの見直しを行い、充実したサービ
スの提供に努めてまいります。

50 第4章 80 学校図書
館支援

Ｐ８０～８１学校図書館等支援サービスについて、
公共図書館がイニシアティブをとる。公立図書館の
仕組みを学校側に理解させる、また公立図書館は
学校図書館をよく知るように努力することが必要。
司書教諭、学校司書間の緊密な連絡協力が必
要。授業の進行に合うような、適切な図書の供給
が必要。

今後の取り組みの中で参考意見とし、小、中学校
が、効果的に図書館サービスを活用できるよう取り
組んでまいります。

8／11 考え方
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No 章ページ 意見の趣旨 意見の概要 意見に対する教育委員会の考え方

51 第4章 80 学校図書
館支援

P80　　学校図書館等支援サービス 阿知須地域で
は平成17年度まで各小学校図書室に１人づつ学
校司書がほぼ毎日４時間程度いらっしゃいました。
ところが合併により現在は、週に１日のみとなって
います。司書教諭も担任と兼務であり、なかなか図
書室のことまで手がまわらない状況があります。１
日短い時間でもいいので、”毎日”図書室に司書
がいる小学校に戻るといいと思います。サービス水
準を高いところに合わせる部分もあっていいので
はないでしょうか。また、小・中学校が効果的に図
書館サービスを活用できるようにするためには、図
書館員と教職員が勤務時間中にそれぞれの施設
を行き来できるようにすることが必要だと思います。
学校司書がその役割を担うこともできるのではない
でしょうか。

本計画においては、学校図書館の支援を行い、具
体的には学校図書館担当者連絡会を開き、意見
交換の場を設けることとしております。御意見を参
考に、さらに、実効性のある支援を行いたいと考え
ます。

52 第4章 82 地域資料 Ｐ８２～８３ 地域資料サービスについて、中也関係
のものは、同館に統一した方が利用上、予算上、
効率的ではないか。目録を備えておくなど、資料
のありかを承知しておくことは当然。

利用者の利便性を考慮し、市立図書館と中原中
也記念館の設置目的と照らし合わせ、効果的な取
り組みを考えてまいります。

53 第4章 84 行政支援 Ｐ８４～８５　行政支援サービスについて、行政資
料を一元的に扱いサービスする行政資料室を設
置したらどうか。現在ある市政情報コーナーなどを
吸収するとよい。

No１２　再掲
（各図書館の地域資料コーナーを充実していきた
いと考えており、行政資料室の設置については、
現在考えておりません。）

54 第4章 92 指定管理
者制度

Ｐ９２～Ｐ９３　運営体制のうち指定管理者制度の
ついて、同制度は既にご承知のとおり多くの問題
を含んでいる。公立図書館の運営に対し、無料の
原則が規定されているが、法の趣旨から公立図書
館の運営になじむものか。果たしてどれだけのメ
リットがあるか。しかも発足間もない制度であり、そ
の実績はまだまだである。その採用に当たっては、
前後左右縦横十二分に検討が必要である。現行
の直営方式の再検討から始め、同方式の長所短
所を明瞭にすることからスタートしたい。現行ボラン
ティアについても改善すべき点はないか。

指定管理者制度については、市の全ての公の施
設について制度の導入について検討することと
なっておりますことから、本計画においても、この制
度を含めた管理運営について検討することとして
おります。

55 第4章 93 指定管理
者制度

図書館の運営は市が直接管理する「直営方式」と
します。その後に「管理手法については、指定管
理者制度の適用も含めて検討する」とありますが、
なぜその必要があるのでしょうか。市は図書館運
営の手抜きをしていることになりませんか。私たち
の声が直接届く図書館でいてください。住民の宝
です。

No５４　再掲
指定管理者制度については、市の全ての公の施
設について制度の導入について検討することと
なっておりますことから、本計画においても、この制
度を含めた管理運営について検討することとして
おります。

56 第4章 93 指定管理
者制度

指定管理者制度の導入については、図書館の無
料の原則を考えた場合、無理があるし、長期的展
望にたった教育施設の１つであると捉えた場合、そ
れを民間に委託するのはおかしい。図書館の持つ
役割を考えた場合、行政が、責任を持って管理、
運営すべきだと思う。よって、指定管理者制度の導
入の可能性があるような表現はのけてほしい。

No５５　再掲
指定管理者制度については、市の全ての公の施
設について制度の導入について検討することと
なっておりますことから、本計画においても、この制
度を含めた管理運営について検討することとして
おります。

9／11 考え方
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No 章ページ 意見の趣旨 意見の概要 意見に対する教育委員会の考え方

57 その他 施設 自分のノートパソコンを自由に持ち込めて、ネット
サーフィンなどが気軽にできてよい。大学の論文の
作成などで長時間過ごす人も多いので、席が不足
していると思う。

参考意見として、今後の計画推進に当たり取り組
んでまいります。

58 その他 施設 パソコンの検索で漢字に変換しなくても探し出せる
ようにしてほしいです。

図書検索の利便性の向上について、今後取り組
んでまいります。

59 その他 職員 現況をみるに職員の積極性は。あることでは県立
図書館に依存していることが分かった。意欲がな
い。消極的。研修、自主研修を含め、積極的に実
施されているか。個人的に関係団体に加入、これ
も研修の一つ。休暇を利用して進んで先進地に訪
問することも。

サービス水準の向上を図り、利用者の満足度を高
めることができるよう、職員の資質向上に努めてま
いります。

60 その他 職員 市立図書館の運営に資するため、県内図書館の
現役、ＯＢから意見を聴く会を開催したらどうか。貴
重な経験、豊富な学識を活用しないのはそれこそ
もったいない。

市立図書館の運営については、山口市立図書館
協議会において、学識経験者、利用者の代表など
幅広い分野から御意見を伺っております。

61 その他 職員 中央館長の資格、司書、職員、豊富な実務経験と
学識、指導力など誰のために公立図書館はあるの
かききたい。かかる人材を全国的に求めるのが、図
書館界の常識である。職員構成としてスペシャリス
トとゼネラリストの区分と配分が必要。両方必要なこ
とが前提だが、市の方針は。

図書館職員の配置については、原則的に現行体
制の中で職員の再配置を考えており、業務量に応
じた職員数や業務内容に応じた職員の資質にも
配慮した配置を行うよう計画しています。
中央図書館の館長については、専任職員として司
書資格を持ったものが適任であると考えておりま
す。
また、外部の専門的能力の活用、司書資格を持っ
た嘱託職員の配置によって対応してまいります。
職員構成については、御意見も参考に今後検討し
たいと考えます。

62 その他 職員 図書館長は、専任、正規職員、専門家（司書資格
を持っている人）にする、ということを盛り込んでほ
しい。

図書館長を含め、専門性の高い職員の配置につ
いては、現行の職員体制の中で取り組み、その上
でなお対応が困難な場合に、外部の専門能力の
活用を検討することとしております。

63 その他 職員 図書館職員の中に担当者（学校図書館担当、行
政サービス担当、地域資料担当、等）を配置して
ほしい。

職員の充実についての必要性を十分認識してお
り、担当制の組織体制を含め、現行の体制の中で
サービスを充実させてまいります。

64 その他 蔵書構成 大学院生でも利用できるような専門的な蔵書を幅
広く置いてほしい。特に言語学の本は、外国語会
話集などが多く、多少の偏りを感じる。地元の郷土
資料をあつめるのはよい。歴史学専攻の大学教授
に寄贈などを頼むとまとまって入手できるのではな
いか。産学官連携の何かがあるとよい。

参考意見として、今後の取り組みにおいて検討す
るとともに、限られた図書館資料費の中で、適正な
蔵書構成に努めてまいります。

65 その他 その他 現在入院していて、１日に使える金額が限られて
いるので、図書館があることについてはとても感謝
しています。小郡図書館を利用するときに市立図
書館の本が置いてあることは、読書の幅を広げてく
れるので大変感謝しています。

どんな時も、身近に役立つ、すべての市民のため
の図書館として、サービスの向上に努めてまりま
す。

10／11 考え方
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No 章ページ 意見の趣旨 意見の概要 意見に対する教育委員会の考え方

66 全体 予算 この膨大な図書館の根幹をなすサービスを実施す
るために、予算措置、執行体制の整備が必要であ
る。せめてその方針だけでも早期に決定しておく
べきである。

市全体として、財政の健全化、定員の適正化に取
り組んでいるところですが、その中においても、本
計画推進のために必要な財源、人員については、
計画的に確保していく考えです。

67 全体 パブリックコ
メント

パブリックコメントについて、「個々のご意見に対し
ては直接回答しませんのでご了承ください。」とあ
るが、決定した計画を公表されるときに個々の意見
の要約を添付することはできないか。

計画自体にパブリックコメントの結果を添付するこ
とはいたしませんが、パブリックコメントの結果につ
いては、各図書館、各総合支所市政情報コー
ナー、図書館ホームページにおいて公開いたしま
す。

68 全体 パブリックコ
メント

パブリックコメントを提出しにくい。量が多く、全部を
熟読しにくい。提出の期間が短い。

今後は、できる限り配慮してまいります。

69 全体 全戸配布 計画概要の全戸配布は行わないか。 市ホームページ、図書館ホームページへの掲載、
各総合支所行政情報コーナーでの閲覧を考えて
おり、現在は、全戸配布を行う予定はありません。

70 全体 専門用語 解説を必要とするような専門用語はあまり使わない
でほしい。

できる限り配慮し、専門用語を用いる場合は、用語
解説を巻末資料として掲載しています。

71 全体 策定手順 サービス計画の策定にあたり、外部から学識経験
者のアドバイスを受けたか。県下には適任者が多
数おられる。このことについて委員などから発言が
あったか。

正式な協議機関においてアドバイスは受けており
ませんが、パブリックコメントの実施、山口市立図書
館協議会による協議など、多くの市民の皆様から
の御意見を盛り込んでおります。

72 全体 策定手順 案を作成した後、意見を聴くのはそれによって修
正するのであれば遅い。また個々の回答はせず、
聴きおくだけ、見せかけの民主主義、かかる官僚
的な手法は多くの市で実施されているとか。関係
団体から直接意見を聴く予定はないか。

個別に意見を聴く予定は現在のところありません。

73 全体 策定手順 全般にだが、この意見募集や計画策定から実施ま
での期間が掛かりすぎる。「開館日」や「開館時間
の変更」に何年もかかるようではお役所仕事の極
み。指定管理に出した方が住民サービスの向上が
図れるのでは。

今後とも、効率的で、効果的な図書館サービスの
提供に努力してまいります。

11／11 考え方


