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市民文教委員会資料3－16

平成3 1年3月 1 2日

中 央 図 書 館

｢岡山市立図書館整備実施計画の見直しについて（案)」

へのパブリックコメントで出された意見について

1 意見募集の概要

（1）募集期間

平成30年12月21日 （金曜日）から平成31年2月5日 （火曜日）まで

（2）閲覧場所

岡山市立の各図書館（休館中の浦安総合公園図書館を除く）、生涯学習課、

情報公開室・行政資料室、岡山市立の各公民館、各区役所・支所・地域センター、

各ふれあいセンター、岡山市ホームページ

（3）意見提出方法

電子メール、ファックス、郵送又は持参

（4）意見提出先

岡山市立中央図書館

（持参の場合、浦安総合公園図書館を除く岡山市立の各図書館で受付）

2意見募集の結果

（1）意見提出者

（2）意見項目
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1 見直しに関するご意見

① 見直し全般について 11件

② ｢整備実施計画見直しの考え方」について 4件

2施設とサービスの現状について 。

① ｢施設等の状況」について 1件

② ｢施設に関連するサービスの状況」について 5件

③ ｢施設とサービスの指標」について 5件

④ ｢施設とサービスの課題」について 1件

3 図書館建設に関するご意見

① 図書館建設要望 88件

② 図書館建設不要 1件

4現有施設の維持・改善に関するご意見

① 現有施設の維持 3件

② 現有施設の改善 9件

5 ソフト事業に関するご意見

① 公民館図書コーナーについて 11件

② 移動図書館について 10件

6職員（司書）に関するご意見 13件

7図書館資料に関するご意見 6件

8図書館の役割に関するご意見 17件

9読書の効用に関するご意見 3件

10その他

① 広報について 3件

② 学校との連携について 3件

③ 資料・サービス要望等 7件
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1

たくさんの資料を返却･貸出するため､トイレに荷物台設置か､無料コインロッカーがあると､とても助かり
ます。

購読希望雑誌を用紙記入後､購読の可否がいつ分かるか､不明である上に､未連絡｡→連絡していた
だくのが困難であれば､新規購読雑誌表掲載を､ホームページで何月頃しているか教えていただきたい
です｡また､ネットでリクエスト可能であると､うれしいです。
雑誌購読選定基準が､よく｡分かりません。
ﾈｯﾄ購入時のように､検索時､関連資料の紹介があると､うれしいです。
市民のひろばなどで､図書館新着図書などのコーナーを設け､利用促進していただけたら､と思いま
す。

2

瀬戸町図書館で利用していますが､人気の作品や図書館で借りたいと思ったものをﾈｯﾄで調べ､図瞥
館に置いてある､予約カードに著者名、出版社､題名などきちんと記入して持って行ったところ、
ケ月以上前のものはやめてほしいと言われました。

出版が1

でも､人気作家の作品などあっという間に200件以上の予約になってしまうから早めに予約しておきたい

から提出している旨伝えると､“では発売日まで調べてきてほしい"と言われました｡司書の方もいろいろ仕
事があるだろうからとその場は了承して帰りましたが､やっぱりおかしいのではと感じます｡発売日をわざわ
ざ出版社のサイトをみて響いてきなさいっておかしい｡本のすべてを扱うのが図書館で､こちらもわかる情
報は詳しく書いて提出していますし､そこまでさせられるのは疑問を感じました。
ただ､司書の方がだるい､調べるのがだるいって思って言っているようにしか思えません。
この件のせいで予約を書いて提出する機会も減ったように思います｡図書の利用を促進させるどころ
か､ためらわせるような提案はいかがなものでしょうか。
以前から利用していますが､前は"ありがとうございます"と言われるだけでそんなことは言われたことはあ
りませんでした。
やる気のない司書や型にはまった本を好きでない司書は図書館にはいりません。

3

近所に70代後半の女性がいます。
時々高島公民館でお会いしますが、「ここにある本(小説)全部読んだわ｣とおっしゃっていました。
彼女のような高齢者だけでなく､乳幼児のいる家庭やけがや病気で遠くの図書館に行くのが困難な人
達のためにも地域に図書館ができることを切に願います。
今の計画にある図書館くらいは､ぜひ建設していただきたいと思います。
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4

14本を読まなくても生きていけますが､様々な本を読むことによって､社会に対していろいろな窓を開ける
ことができます｡さらに自分で判断できる市民になり､ものの見方も偏らないで､様々な方向から見られる
人になりましょう｡個人で手に入れることができる本は限りがありますが､図書館でみんなと共有すること
で､もっと豊かに暮らせます｡それが公共図書館の使命です｡本を知って､利用者である市民を知って、
地域の課題を知って､限られた予算内でどの本を選んでコレクションに入れるか､職員は専門職としての
力量が問われます｡長年のカウンターでの対応で鍛えられていくものと期待しています。

＊整備実施計両の見直しへのコメントではなく､私感ばかりを書いてしまいました。
私は2013年3月に転居してきました｡前の所で様々な在り方の図書館を見てきました。
その中で岡山の図書館は頑張っているな､というのが感想です｡人口減少･財源不足･建物の老朽化､活
字離れ､いろいろな課題があるでしょう｡市民と一緒に創意工夫で乗り切っていきましょう。

5

図書館の整備などもっと図書館にお金を使っていただきたく思います。
図書館の大切さを痛感しています。
平成14年現在の図書館計画を実現させて下さい。

6

岡山市立図瞥館をおとずれるとさまざまなフィールドに目を引くコーナーがあって、目当ての本を忘れて
興味を引かれる事も多くあります｡知に出会う場。
アンテナの向いた本を取り寄せる図書館ではなく知りたいことやその周辺の広い知の世界に出会うのが
図書館なので､市民に平等にひらかれるべきです｡少し歩けば､図書館があるのが高齢化社会にも必要
と思います｡平成14年の計画通り進められるべきです｡お願いします。

7

私は岡山市と倉敷市で子どもにお話をするボランティアをしています｡倉敷市は昨年豪雨災害で7月8
日図書館が休館になりました。
9月1日真備を除いて図書館が開館した時中央図書館に行ってみたら､大勢の人が開くのを待っていま
した｡こんなに図書館を待っている人がいることに感動しました｡児童部カウンターは､司書も方々が対応
にてんてこまい､私達のグループはふだん司書の方がやっている絵本の読みきかせを代わりにさせてもら
いお手伝いました｡公立図書館は私達にとってとても必要です｡誰でも平等に本(文化)知織にふれること
ができる場所が地域にあるのは市民の権利だと思います｡どうか､平成14年当時の実施計画に沿って建
設をしてくださいますようお願い申し上げます。

8

平成14年度に見直しされた実施計画が進まないまま､図書館の建設も含め､立ち消えそうになっている
ことに憤りをかんじます｡図書館の市民に果たす役割を今こそ見つめなおし最低でも当初の計画通り(平
成6年､14年)市内各地に図書館を整備してください。

9

子供達やお年寄りが自分の力でいける場所に図書館がたくさんある方がいいと思う｡そして､そこには専
門の人がいる｡本の相談にのってくれる人､絵本を読んでくれる人､おはなしをしてくれる人が必要だと思
います。

10

幼いころから地域に図書館がありました｡当時は家庭には絵本が少なくて､図書館で本を借りれることが
嬉しいことでした｡我が子が出来､図書館には週1でかよいました｡特に他県出身で休日には図書館へ行
ける場所があるのが有難く､本をかりて､子ども3人に読んでいました｡おかげで3人の子どもは本が大好
きで心豊かに成人してくれました｡地域毎に図書館の必要性を感じています。

、 11

ここ2～3年ほぼ定期的に月2回図書館を利用させて頂いています｡ほとんど絵本､児童書ですがCDや
DVDを借りることも増えてきました。 念

行くたびにテーマごとに集めて下さっている展示が新しくなっていて興味をそそられ､毎回10冊程度は
借りています。
このコーナーがあるので図書館通いが続いているといってもいいくらいで､CDに興味をもちはじめたの
も､これがきっかけです｡また､読み聞かせをしているので目当ての本を探しにくい場合もありますが､他
館からの取り寄せもスムーズで利用者として今のサービスでも充分満足しています｡職員の方もお忙しい
中､丁寧に対応して下さり気持ちがいいです。
この計画があると知り､今後を楽しみにしています｡特に子どもたちにとっては､おもしろそうなものをすぐ
手にとって見られるという環境が本と親しむきっかけ作りになると実感しています。 ．
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12

･整備実施計画の見直しが連続していますが､見直しのたびに内容の後退が見られ残念に思います｡今
回の見直しの内容では、当初から目指していた整備基本計画の根幹(基幹地区図書館の早期実現)が全
く失われ､岡山市の図書館施策としての役割を果たすことができないのではないでしょうか｡少なくとも平
成14年の改定内容は維持すべきものと考えます。
･政令市の中でも目覚ましい活動を続けている岡山市の図書館ですが､個人貸出冊数の多さに比較して
登録率の低さが目につきます｡このことは､整備実施計画の基幹地区図書館の未整備が大きく作用して
いる証左ではないかと思います｡公平な図書館利用から疎外されている市民が多いといえるのではない
でしょうか。
･図書館は｢小さく生んで大きく育てる｣という方法での成功は見込みが薄く､公民館図書室を長期間にわ
たって公立図書館として代用することは疑問に思います。
もともと公民館図書室と公立図書館とは機能も役割も異なるのですから。

13

私がストーリーテリングというものを知り､子どもたちにとっての｢おはなし｣の重要性を知ったのは､石井
桃子さんの著作や､東京子ども図書館の松岡享子さんの著書に触れたときでした｡それらの本との出会w，
も､もちろん市立図書館でした｡でも､実際に語られるおはなしを聞いたこともなく､ストーリーテリングを教
えてくれる人のいない津山でどうやって学ぼうかと途方にくれていたとき､岡山市立幸町図書館を拠点とし
ていた岡山ストーリーテリングの会の存在を知り､受け入れていただきました。
私はそこで深くストーリーテリングを学び､仲間たちと､持ち帰ったおはなしを子どもたちとともに楽しむこ
とで､この県北の津山にも種は再び飛んでいき､図欝館ボランティアとしての津山ストーリーテリングの会
ができました｡その種を大きく育むためにも､市立図書館の存在がとても重要でした｡発足から15年を経
た今では､市内の幼稚園･小学校などにおはなしに行っていますが､最初は勉強するばかりで､子どもた
ちに語れるわけではなかったのですが､市内図書館は辛抱強くサポートしてくださいました。
津山市立図書館が津山ストーリーテリングの会の大きな支えとなってくださっているのと同様に
においてもその役割を果たしてくれる市立図書館と専門の図書館員の方々の存在は､他のシス

､岡山市
テムに置

き換えることのできない､とても重要なものだと思います｡特に､子どもたちにとって､質の高い児童サービ
ｽを提供できる専門職員は､学校教職員と同等の重要性があるものと思います｡県北津山であれ､岡山
市内であれ､どの地域の子どもたちも等しくその恩恵を受け取ることができなければなりません。
限られたお金を何に､どのように使うか､どうすれば幸せを感じられるのかを考えるのは､個々人の問題
にとどまりません｡子どもたちの未来にとって､今大人である私たちにとって､公共図書館がもたらしてくれ
る大きな幸せは､何より優先されるべき問題であると考えねばなりません｡そして､これは岡山市の図書館
と岡山市の住民に限定された問題ではなく､どの地域の住民にも深く関わりのある問題ととらえています。
その意味で､私は岡山市立図書館整備実施計画の見直しには反対であり、14に策定された実施計画
ｶﾐ確実に実施されるよう､強く求めます。

14

個人としてや団体貸出でとよく図雷館を利用しています｡欲を言えばもっともっと身近に自宅から近距離
で利用できればと思っています。
オンライン化もそれはそれで便利だったりすると思いますが、（私もパソーンから予約することもありま
す｡）実際､足を運んで本を手に取って選び何より司鴇の方に直に相談して適切なｱドパｲｽを頂いた時
に､とてもとても嬉しい気分になります｡忙しそうにされているので遠慮がちにだったけれど思い切ってお
たずねしてよかった！と思えます。
65歳になりますが､これからのことを思うと徒歩圏内に図櫓館を1 1です。

15

この度､「岡山市立図書館整備実施計画の見直しについて(案)｣を拝読し､平成14年度に出された岡
山市立図書館整備実施計画と比較させていただきました。
私は岡山市内で医師として医療に携わるものではありますが､子どもの頃は父の転勤で熊本･山口･宮
崎各県に暮らしました｡転居先ではかならず初めに図書館を探し､その町がどういった町であるかを予測
したものです｡行政規模が大きくなくても､図書館を大切にしている町は､やはり暮らしやすく､そこに住
む人たちの感性･知的レベルも高いという印象を受けました。 ．

19年前から岡山に住み､図書館は暮らしになくてはならない存在です。
現在､仕事も忙しく､図書館に通う回数は減りましたが､やはり､本との出会いの場である図書館が､仕
事の面でも､仕事以外の面でも､心や知的要求を満たす場になっています｡書店では､売れ筋の本や新
しい本や､－見目を引くが数年すれば読む価値のないようなも多く置かれており､良書にであうことが逆に

瀦鰯揺磯薯鶏鶚諦礫妻墾重睡垂工些図豊箪些塾坐璽壷工壷生
また､他県や海外におきましても､町の知的文化度は､図書館や美術館などを見れば､すぐにわかりま
す｡その土地の行政､住民の知的レベルを示す大きな指標となっていると実感しております。
ぜひ､平成14年度の岡山市立図書館整備実施計画の順守をお願いいたします”
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16 としょかんがほしい。

17 としよかんがほしい。

18 としよかんがほしいです。

19 まんがやゾロリなどがよみたい｡ちかくで行きやすいとしょかんがいい。

20 本を読み問かせするようになって落ち着きができたように思うので､図書館が必要だと思います。

21 図書館は親子で利用するので必要なのでほしいです。

22
東京はみじかに図書館があってとても子そだてに助かった｡岡山はそれが少ないと思うので､もっと図書
館がほいしいです。

23 図書館は良く利用するのでほしいです。

24 中区に新しくてきれいで整備された本いっぱいの図書館ができたらいろんなふうに活用したいです。

25

･財政が厳しいとは思いますが､御津､建部､足守周辺に図書館が少なすぎると思いますので､増館して
いただくか､公民館等に公民館図櫓コーナーを設置していただきたいです｡中心部(市)のサービスが充
実しているのに対し､地方は手薄と思います｡格差をなくしてほしいです。
･伊島図書館をよく利用しますが､DVD､CDの返却ができません｡返却できるようサービスの拡大を求めま
す ｡

･図書館の読欝スペースでよく｢勉強しないで下さい｣という貼り紙を見かけます｡読書スペースとは別に勉
強スペースを作っていただきたいです。
･子どもが生まれてから再び図書館をよく利用するようになりました｡皆図書館が大好きです｡ますますの
発展を望みます。

26 図書かんがなくなるとこまるので､このままでいてほしいです。

27

IT検索をしても､内容や絵の細かいところまでは分かりません｡いつも手にとって､よめる図書館はとても
大切です｡東京に住んでいたときは､自転車でいける範囲に3つの図書館がありました｡子どもの教育の
ためにも自分で見て選ぶことのできる､身近な図書館整備を願います。

28

私は西大寺子どもﾗｲプﾗﾘｰｸﾗプの会員です｡ライブラリーｸﾗプは旧西大寺図書館の時に活動を始
め､緑の図書室ができてからも"子どもの行事"をひき続きさせて頂いています｡当初は開放的な児童ｺー
ナーで同じことをするのはむずかしく､悩みましたが､図書室の方に相談して､イベントなどの時は別の部
屋を借りて行うということにして､現在にいたっています｡今では常連さんのようにきてくれる子ども達もでき
ました。
このようなことを通して､図書館という場があることの大切さを感じています｡楽しい催しもあり､その場で
本を選び大人も子どもも読書の楽しさをしることができると思います｡身近なところに1つでも多く図書館が
できることを願っています。

29

計画の見直し案を拝見しました｡様々な創意工夫をされ､サービスを充実されてきたことが分かります
が､平成14年度の案からはかなり後退する印象受けます｡財政難であることはわかりますが､新たな施設
の建設には､住民が集い学ぶ第3の場という役割があると思います｡住民サービスの向上において､場と
蔵書による知的空間が新たな住民ニーズを生み新たなユーザーの確保にもつながると思います｡身近に
あってこそ､図書館の有効性も伝わり､利用にも結び付きます｡またより専門的できめ細かなサービスを実
施して行くうえでも､平成14年度案の見直しではなく､実現を目指してほしいと思います。
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30

岡山市立幸町図書館について､幼い子どもを連れて利用する立場から要望をさせていただきます。
1.授乳できるスペースおよびおむつ交換ができるスペースをつくってほしいです。
2.トイレの改装計画があれば､男性トイレ､女性トイレともに子どもを個室の中に連れて一緒に入ることが

できるよう広くてベビーチェアなどが設置された個室を作ってほしいです｡イオンモール岡山のトイレがそ
のようになっています。
3.蔵書のあるスペースとは別のところに飲食可能なスペースをつくってほしいです｡幸町図書館では飲
み物が飲めるスペースが設けられましたが､子どもはこぼしやすいので､蔵書の近くでは気がひけます｡ま
た､食べることができるとありがたいです｡岡山県立図書館がそのようになっています｡以上3点要望させ
ていただきます｡よろしくお願いいたします。

31

平成14年の市立図書館整備計画に西部地域の吉備､御南中学校区に地区図書館を作る計画があると
知ってから､楽しみにしていました｡地区図書館の建設計画を中止にしないことを切に望みます。
図書館建設は費用がかかるだけで､地域経済への貢献が少ないと考えられていることは知っています。
しかしそれは大きな誤解です｡直接の経済効果は少ないかもしれませんが､読書は人を作る基礎です。
最近のNHKのAIによるビッグデータ分析でも老人の健康維持にもっとも有効なのが読書だという結果が出
て話題になりましたが､読書は地域の人にとって大変重要なものです。
子どもの学習にとっても効果が大きいのは読書です｡これはOECDによる世界規模の調査でもはっきり
科学的な結果が出ています｡また国内でも川島隆太東北大学教授によるおおくの研究から､子どもの学
力向上に読書は必須であり､またコミュニケーション能力の上昇にも読書は有効であるとの研究結果が出
ています｡図書館は無料の施設ですから､子どもの貧困による格差を小さくする効果も期待できます。
長い目で見たとき図書館の地域社会への貢献は大きいものです｡インターネットでの検索では､本人の
興味の方向へとどんどん狭い範囲に導かれていく傾向があります｡AIに使われるのでなく､AIを使うため
に必要なのは幅広い教養です｡それを育てる事ができるのは図書館だと信じています。
大きな災害にあって岡山市が経済的に苦しいのはわかります｡ですが図書館建設計画はどうか中止に
しないでください｡豊かな社会を作るために一番大切なのは人を育てる事です｡その基礎を作るのは図書
館です。 ．

32

今ある図書館を充実させることも必要だとは思いますが､中区にも図書館を作っていただきたいです。
高屋公園の北側に図審館建設用地があると聞いています｡付近には公共の交通機関がないため､多
少不便かと思いますが､陸運局の跡地に､下石井公園&幸町図書館のような施設があれば､交通の便も
よく､多くの方が利用出来るのではないかと思います。

33

身近に利用できる図書館をぜひなくさないでほしいです｡充実した図薔､専門の司書の方が常駐してい
る市立図雷館は岡山市民の財産です｡文化的なものはすぐに効果はなくても市民の文化向上のために
欠かせないので､ぜひとも今後､規模を縮小させることなく維持してほしいです｡よろしくお願いします。

34

市立図書館(主に幸町)をよく利用しますが、自転車でも30分以上かかります｡近くに公民館はあります
が､蔵書は少ないし､数分近い県立図書館より借り易さの面から市立図書館に行きます｡図書館は徒歩
や自転車でいける場所に欲しいです｡市内東部地域には貸し出し登録率も他地域に比べ低いです｡
インターネットサービスの充実により､借出冊数が増えたことは良い事と思います｡反面インターネットに
より図雷館でなくても簡単に家で調べ物ができるようになりました｡しかし､図書館に足を運びワクワクする
ような多くの本に囲まれ､本の寄り道をし､時間がかかったとしてもそこで得たものは大きいと思います｡図
書館は宝の山です｡図書館で本を選ぶ楽しみもあります。
厳しい財政状況は理解できますが､子どもからお年寄りまで気軽に利用できる図書館は必要であると感
じます｡地域活性化にもつながらないでしょうか。

35

昨今はネット社会となり活字離れが進み､本を読む人が減ってきていると言われています｡そのような中
で､改めて､本や活字の良さを年齢､性別を問わず知らせていく必要があるのではないでしょうか｡その為
にも中区内で近くで気軽に足を運べる図書館の建設を是非実現して下さい｡宜しくお願いします。
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36

｢1見直しの趣旨｣には､岡山市がどういう市立図書館をめざすのか将来を見据えたヴィジョンを示してい
ただきたいです。「見直し｣というからには､現在のレベルを上げるべきです。

｢2(2)施設とサービスの現状｣で｢予約図書受け取りモデル事業の利用状況が好評｣とありますが､その地
域に地区館を建設することが本来の姿であり､公民館を代替にすべきではないと思います。

｢2(3)①貸出登録率｣が東部地域が格段に低いのは､該当地区から市立図書館が遠い､中区に地区館
がないためと考えます。

｢〃③他の政令市との比較｣で貸出登録率が低いのも中区や吉備中地区に地区館がないためでしょう。
貸出冊数や予約件数は多いのに､とても残念な数字です｡なお表に館数が載せられるべきです。

｢〃④｣市民の日常的利用度が高いのは岡山市民の文化意繊の高さと職員の献身的な努力の賜物であ
り、 (4)②で述べているように行政として市民ニーズに応え､向上を目指してほしいです。

｢3見直しの考え方｣は公共施設等総合管理計画を前提とするのではなく､まず3(2)の最終行に述べて
ある図書館の機能･役割や利用状況を考えるべきだと思います。

｢4見直しの方向性｣は､これは｢図書館備実施計画｣なので､整備されていない地区館の充実が最初に
くるべきと考えます。「(1)図書館サービス｣の基本方針は､支持しますが､特に｢基本方針4学校図書館
との連携･協力｣では､市立図書館と学校図書館代表者との調べ学習の進め方､資料などについての定
期的､組織的な連絡会を望みます｡そして､市立図書館で小中学生が活躍できる機会や展示などを実施
していただきたいです｡又､学校図書館で市立図書館のPRも必要です。 ．

｢4①公民館図書=－ナー｣は蔵書数も少なく､公民館職員の方の負担増になっており､本来なら地区
館(＝複数の専任の司書常駐)があるべきで､ 「図書館からのバックアップ｣程度では十分なサービスが提
供できないのは当然でしょう。

｢5持続可能な…｣にとどまらず､｢発展に向けて｣であっていただきたいです｡記述中ほどの｢多様化する
市民の行政ニーズ｣｢効果的な図書館サービス｣の提供は､地区館があればずいぶん前進します。「より慎
重にならざるを得ない｣ではなく､文化都市岡山の瀞持を見せていただきたいです。「当面の図書館サー
ビス｣ではなく、｢公共施設等マネジマントの方針に適合するかどうかを判断｣基準にせず､図書館利用目
的以外で悪い意味で混雑し､利用が不便になる｢複合化｣ではなく､単独館を目指していただきたいで
す。 「地域に密着し－人ひとりのくらし…｣の具現化は､身近な図書館で資料･情報を得､個人の楽しみや
知誠に役立て､人々と交流し､町づくりに活かし､ゆったりと過ごすことだと考えます｡｢社会教育委員会
議｣ではなく､以前設置された図書館協議会を再開し､そこで論議していただきたい｡特に東部地区図書
館予定地周辺には盲ろう養護学校があり､環状道路も整備予定で､ますます人口増が見込まれます｡そ
れなのに近隣に公民館以外の文化的な施設はありません｡もし地区館ができれば上道中学区からの利用
もありそうなので､是非地区館の建設を強く希望します｡前向きに検討していただきますようお願いいたし
ます･

37

市役所を立て直したり､大きなホールを作ったり､電車を駅前に乗り入れられるように整備するお金はあ
るらしいのに､何十年も前から約束していた図書館を作る金がないとは聞いてあきれます｡本を選ぶ喜び
は､図櫓館の書棚の前に立つことができてこそ1です｡私は市立図書館も県立図書館も遠くないのでた
びたび利用させていただき､児童のボランティアもさせていただいていますが､遠くて車もないと図書館に
行くことはできません｡たとえ予約した本を公民館で受け取ることはできても､それは図書館の恩恵を享受
したことになりません｡個人の人生の質が全く変わってしまうのです｡自分で選んだ本を無料で何冊も借り
られて物語を楽しんだり､知識を身につけたりして人生を豊かにすることができるのと､そういう手段が断た
れているのでは､どれほど大きな格差となることでしょう｡子どもたちの学力にも影響があるのではないです
か？

ホールに200億以上かかるそうですが､そのために市民の人生の質が犠牲になるとすれば､全く納得の
いかないことです。（ホールの恩恵を受けるのはたぶん､経済的に豊かな人だけですよね｡）
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38

･幸町図書館の地下駐車場はエレベーターからすぐ図書コーナーに行け､足の悪いものにはうれしいがも
う少し広ければ車の台数が増すのではと。
･本を探す時が､かごみずらく、下の棚の時は床に座り込むことがあるので持ち運べる椅子(小さい)があ
れば良いなあと思っています｡パソコンコーナーの椅子を一度向かいの棚を探す時使わせてもらい､とて
も楽で良かった｡棚と棚の間がもう少し広くあれば人どおし接触しずらいかと。
･天井をあまり高くしないでほしい｡今ぐらいの方が親しみやすく落ち着く感じで明かりもほどほどです。
･整備計画とは違いますが､私は子供より70歳になる今も利用させてもらっています｡時に古書を司書の
方に調べ捜していただきあった時のうれしいこと｡これは図書館が保存､整理をして守っているから今､過
去を手に取り知ることが出来るのだと､又､先の未来にも同じかと思っています。

39

この度の見直し計画を読ませていただき､多くの疑問しか得られませんでした｡かねてより計画されてい
た東､西､北地区の図書館計画のゆくえについては､何もふれられておらず､しかも､現在の施設の老朽
化についても修理費用のかさむことしか書かれていないなどです。
また､インターネットの普及を理由に､図書館の存在を過小評価しているとしか思われません､これは、
市民の｢知｣を守る行政のあり方そのものを問うものだと感じました｡インターネットでは図書館の機能は代
用できません。
市民すべてに｢知｣＝｢本と出会う｣機会があることが､その都市のあり方に大きくかかわると思います｡現
在の施設､特に基幹図書館である中央図書館や､旧中央である幸町図書館自体､公共交通機関も便利
とはいえません｡市民が広く利用しやすい図書館の存在､公共機関(例えば市役所)エリアと一体となった
図書館､それを補なう地域の図書館の存在は､市の未来を支える存在となるはずです。

40

買物に出た時に気軽に立ち寄れる｡子どもが学校から帰ってきて友達と一緒に本を読みに行ける｡そん
な身近な所に図書館があれば､頻繁に施設を利用したいと思います｡また､もっと本に親しみを持つこと
ができると思います。

41

岡山市は全国に先がけて専門職である司書を小中学校に配置してきた実績があるにもかかわらず､公
共図書館の整備が充分とはいえないのではないか。
市の中心部には県立図書館を加え､中央､幸町図書館があるが､H14年度に改訂された市立図書館
整備実施計画で必要とされていた4地域(西大寺､北部､西部､東部)の建設が棚上げになっています。
これを補完すべき公民館図書室(専門家不在)では､予約本の受取りはできても多様なニーズには対応
できないと推察します。
本来､図書館は学習･暮し･楽しみ･教養のために役立つ施設であるべきだと考えます｡子供から高齢者
まで誰もが気軽に行ける便利な場所にあり､上述のニーズを満たすに足りる規模の施設を強く希望しま
す◎

42

高島学区は､年々人口が増加しております。
地域住民の大きな居場所として､高島公民館は存在しております。
その中心に図書コーナー(H30.12現在5,000冊)があり､皆さんの利用度はとても高いものがあります。
(H30.12現在本の貸出し約1,700冊､コーナー利用者約500人）
ボランティアとして､月数回図書コーナーの整理･整頓及び移動図書の入れ替え(平均:大人用30冊、
子供用20冊)などおこなっております｡その一方､公民館での年間行事(コンサート･文化祭･クラブ発表会
…など実施)のたびに図書コーナーを他の場所へ移動しなければならず､大変な労力を要します。
高島学区に図書館があれば…11(多くの方の強い願いを耳にします｡）
図書の利用､公民館の活動の両方が一層充実すると思います。
ぜひ高島学区に図書館がほしいです。
ご検討下さいますよう､強く強くお願い申し上げます。

43

平成6年から｢すべての地域に図書館サービスが行き届くこと｣をかかげてきたが､財政状況や生活形態
など､さまざまな要因から､9年､14年と熟考し､今回さらなる見直しに､当初の基本計画が薄らいでいるよ
うに思う。

基幹地域の住民は図書館建設を長年心待ちにしているが､見直し毎に納得するような丁寧な説明がな
されているのだろうか？(各地域で説明会が開かれているか？）
前期後期の長期的計画を一旦停止というが､用地確保している地域は予定どおり建設を進めるべきと考
えます。

大事なのは､ハード面よりソフト面であり､建物や蔵書数より専門職の配置が必須です。
専門職の配置により図書館サービスが充実するものであり､そこをセットで､考えていただきたい。
近年､複合施設や指定管理の図書館が全国で展開されているが､商業的にしてはならないと思う。
今まで基幹地域への図書館建設へ尽力された方々の思いをもっと聞くべきである。



巳 ●

邑施計画｣と畔くわのか

酊は､1994年に基本計画、1997年に実施
区図書館建設は未だに一館も実現せず、
形で移転･設置されたのみである。
図られ､ほかにも関連の計画が発表されメ
さらに縮小するかという､きわめて後ろ向き
書館建設計画を廃止する｣という内容に力
i計画｣とは言葉の矛盾そのものであり、「E
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岡山市立図書館整備基本計画では､ 「すべての地域に図書館サービスが行き届くこと｣を基本に据えて
…とあります。

岡山市中区に地区図書館建設のための土地を取得してありますが､計画はいっこうに進んでいません。
何故かなあと思っています。
私の住んでいる高島学区は人口も増え､子ども達の数も多く､小学校の増築もされました｡高齢者も多
く､公民館はとても活発に利用されています。
この地域が生き生きとし､おたがいを思いやりながら､心豊かに生活できる地域となることを願います。
住民が自転車､徒歩で利用でき､図書館サービスを受けられるよう､ぜひこの地に地区図書館を建ててく
ださい｡お願いします。

45

仕事帰りJR岡山駅より徒歩で幸町図書館を利用していましたが､徒歩の為､一度に数冊の本を借りるこ
とはできず､又､60才になり膝を痛めてしまい､図書館利用ができなくなってしまいました。
自宅から自転車で行ける場所に図書館があればと切に願います。

46

(岡山市移動図書館について）
市の移動図書館は私達老人にとって数少ない楽しみのひとつです。
行動範囲もだんだん狭くなり街中の図書館まで行くのはとても無理です。
図書バスを利用させてもらってもう40年近くなります｡お借りして読んだ本も数知れずです｡馴れ親しん
だ移動図書館を無くさないで下さい。

47

私達は長年図書館建設用地として放置されている中区の土地に図書館が建つのを夢見て来ました。
建設を求める市民の署名も5935人という多くの人の署名が集まりました。
陳情も市議会で採択され､希望に胸ふくらませていたにもかかわらず､市当局の前向きな姿勢が見られ
ず､残念です。
今回の見直し案も絶対に容認できるものではありません。
子供や高齢者､又障害をもつ人の為に､身近な情報を得られる地区図瞥館が是非必要です。
私達の願いを壊さないで下さい。
東部地区の図書館建設を早急に進めていただける様､お願いします。
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3． 「ソフト事業｣の成果は微々たるもの
公民館のインターネット予約図書受取モデル事業は3館の計で貸出約14,000冊増､微々たる増加であ

‐

る｡しかもこれに伴う図書館側の手間や経費はおそらく無視できないほど大きい｡同じ時期に吉備公民館
の建替があったが､この一館による貸出の増加の方がはるかに多かった｡実質の乏しいｿﾌﾄ事業に費や
す手間や経費を､集中して小規模であれ､ハード事業に注ぐ方が､はるかに大きな成果が得られるもの
だ ｡

2010年度以降の岡山市立図書館の貸出数の推移は､横這いから下降気味である｡その中で､もつとも
大きく数字を伸ばした要素は西大寺緑の図書室の移転･新設で､これと比べると､ソフト事業の成果などl:
無きに等しい｡利用が大きく減少している館もある。
中央図書館の開館時間延長も､2017年度には貸出は逆戻りして減少している｡一時的に伸びても､や
がて下がり､経費だけが増えてしまうという経緯は､全国の多くの図書館に共通していて､職員体制も疲蝋
するものだ。

4.図書館整備の意義｡図書館のはたす役割について､再考を
(1)サービス格差の縮小
二十数年前に策定された図書館整備基本計画には､「市民がどこに住んでいてもその生活圏の中で図
書館サービスを受けることができるように､全市的に図書館サービス網を形成する｣と躯われている｡これ
は夢のような理想を描いたのではない｡全市民に対して､行政がはたすべき責任として打ち出された政策
だった。

岡山市は､中心地区とその周辺の地区の図書館サービスの格差が非常に大きい｡中心から遠ざかるほ
ど､サービスが急激に薄まっている｡副都心的な地域もなく､鉄道の駅周辺にもにぎやかな商店街がな
い｡これは政令指定都市の中でも特に目立つ特徴で､それだけ行政サービスも中心地区偏重になりがち
である。
図書館建設が予定されていた東部地区は､人口が密集しているのに､貸出登録率が非常に低い(『岡
山市立図書館創立百周年記念誌百年の歩み』p.30参照)。市がこのサービス格差を承知しながら､長年
地域の人たちが待ち望んできた図書館建設を取りやめるのは､格差の固定･拡大を新たに方針として打
ら出すことを意味するもので､情けない思いがする｡いままでの図書館整備計画には､サービス格差を少
一でも縮小する意図があったが､その後この格差は一層拡大し､地区図書館整備の必要性は以前よりも
曽大している今､市はさらなる格差拡大を進めるつもりなのか。

2滴づくりへの影響
近年､全国各地の都市で｢街づくりと図書館の役割｣が注目を集めている｡図書館は集客力の大きい施
没である｡岡山市内の公共施設で､図書館ほど多くの人たちが日常的に利用する施設はほかにない｡そ
りため､にぎわいのある街づくりの方策として､意図的に図書館を設置する事例が各地に数多く生まれて
'､る｡さらにもう一つ､図書館の教育的･文化的な性格が街づくりにおよぼす影響が重視されている｡図謝
嬉の周辺にはそれにふさわしい店が進出し､それまで味気なかった街の雰囲気が変わってゆく。
岡山市では､そのような図書館の役割を､意図的に生かそうとしていない｡図書館職員や市民の間では
吾られていても､政策には生かされていない｡東部地区の図書館建設が予定されていた地域でも､一帯
こ文化的でにぎわいのある施設が何もないため､当初から図書館を中心に周辺の街の雰囲気を変えてゆ
く期待がしばしば語られていた｡北長瀬駅周辺の開発においても､せっかく市民病院とドームができても、
沢前は閑散として味気なく､街としてのにぎわいや楽しさはまったく生まれていない｡地区図書館が建設さ
'1,､周辺の街に商業施設が増えたら、
6意図はなかった。

sわりに

街のにぎわいが生まれるのにという声もあったが､市は街づくりをす

OECDの国際学力到達度調査でﾌｨﾝﾗﾝドの高い学力が注目されていた頃､同国の教育省の事務次
言は日本の新聞のインタビューに､フィンランドの子どもたちの学力が高いのは公共図書館が世界一充実
"ていて､子どもにも国民全体にも､本を読む習慣が根付いているからだと答えていた。日本では学カテ
<ﾄの復活が叫ばれていたが、目先の成果を追うのではなくて､学力の基盤として読書環境の整備を重視
『る発言は新鮮だった。
昨年10月13日のNHKスペシャル｢AIに聞いてみた｣は健康寿命を延ばすことをテーマに､NHKが開発し
こ人工知能で､膨大なデータを10年以上追跡調査･分析し､健康寿命に最大の影響をおよぼす要素は、
食事｣｢運動｣以上に、「読書｣だったと結論づけていた｡番組では､健康寿命が全国最長の山梨県で、
L口当たりの図書館数が全国ﾄｯブであること､学校図書館の整備や利用の数値が非常に高いこと､アメ
'力のイェール大学の論文でも､読書が寿命におよぼす影響が強いと指摘されていることなどを紹介し、
病院や医療の経費よりも､図書館を充実させる方がコストが低い｣というコメントも出ていた。
岡山県は(岡山市も)健康寿命が短くて､平均寿命との差が大きいことが問題とされている｡読書環境の
豊備は市民の健康にも影響する｡行政は目先のことに目を奪われ、目に見える成果を追い求めがちだ
'ﾖ､幅広い視野で､図書館が資料･情報提供に限らず､市民生活の向上のためにさまざまな面で役立つ
ごいることを理解してほしいと願う。
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1.これからの少子高齢化を考えると大規模地区図書館の新設は必要ないと思います｡それより､中央図
書館の機能を強化し､新しくするのが先だと思います｡同時に各公民館の図書コーナーを拡充し､充実さ
せると共にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約機能を持たせることで増設に替えるべきと思います。

2.公民館の図書コーナーの充実
イ)館内のスペース配分が少ないうえに､蔵書構成に工夫が無く､魅力が有りません｡どの館にも古びた
本が数多くならんでいます｡本屋感覚が必要です。

ﾛ)時代後れの蔵書のため回転率が悪く､不要品置場に思えます｡蔵書構成には何の思想も感じられ
ず､シリーズ本もまとまりなくばらばらのため借りる気も減じます｡シリーズ本はある程度まとめて配置し､定
期的な入れ替えが必要です｡新聞3紙以上､週刊紙､月刊紙も複数置いて大規模図書館の代用になる
様にしてほしい｡読書･勉強スペースも考えてほしいと思います。

ハ)｢ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約図書受取り未実施館ではスペース確保が困難である｡」と切り捨てていますが､単
にやる気が無いだけだと思います｡図書館も公民館も教育委員会の管轄ですからスペースが無ければ作
れば良いだけです｡また､内水氾濫や河川決壊による浸水危険公民館も多いので､蔵書スペースを二階
に移し､空いた一階は､読書･勉強スペースにして充実させることはできませんか。

二)スマホやパソコンを持っている人ばかりでは無いので､図書予約検索端末を各公民館等に設置する必
要が有ると思います｡高齢者も借りやすくするため､IDとかも排してほしい｡個人ナンバーカード自体を利
用者カードにするとかして個人ナンバーカードを挿入したらIDとかを不要にしてほしい。

ホ)図書館や公民館の窓口では､利用者カードの提示だけで､身分証明書を出さなくても借りられるのに
インターネット予約ではIDの管理が必要です｡見知らぬ人どうしのやりとりには確かにIDが必要かもしれ
ませんが､最後は窓口で利用者カードを示すだけで借りるのです｡おかしいと思います。

50

近くに図書館がないのでもっぱら｢移動図書館｣が頼りで月に1度の｢あおぞら号｣を楽しみにしていま
す。（1ヶ月12～4冊位借りて､テレビを見ないで読脅にふける毎日です｡）
「図書館整備実施計画｣が見直され､ ‘新設'の話も立ち消えになりそうで､このままでは現存の図書館に
対する整備･改修等も危うくなっていると知り､驚きました。
10数年間、「読み聞かせ｣や｢ストーリー手リング｣のボランティア活動をしてきて､“言葉の力""本の力”
を日々実感しています｡心豊かに子ども達が成長するためには､"想像力"を育てることがとても重要不可
欠なことだと考えています。
岡山市は全学校に司書が配置されていて､子ども達が本に親しむきっかけづくりをしてくださり､とてもあ
りがたいと感じています｡一見地味であまり目立たない立場ですが､未来を担う子ども達の心を育てるため
にも図書館や司書の方の活動が制限されたり､縮少されたりすることは絶対にしないでほしいです。
高齢の私達にとっても､読欝は｢元気の源｣です1 熱心に読書活動をする人は認知症になりにくく、日々
積極的に活動しているという研究(調査)結果も出ているようです。(NHKの番組でとり上げられていまし
た｡）

51

〆

図書館への予算が削減されるとお聞きし､これは大変なことと思いました｡生涯学習の大切さが随分以
前から言われるようになり､図書館はその第一線を担っていると感じます。
高齢になり､そのうち車も手離さざるを得なくなる日が早晩やってくると思われる私は､移動図書館のお
世話になると予想されます｡私も含めて本好きの方は､家に蔵書が山ほどあり､終活に向けて､本もその
候補に上っていることでしょう｡移動図書館が､各地域に声を大にして呼びかけ､まだ利用可能な本を集
めるようにすれば､図書の購入費用が多少共減らされるのではないかと愚考いたします｡どうぞ､移動図
書館は減らさず､今後､ますます増やしていただきますようお願いいたします。

52
中央図書館を充実させて､他の地域の方には移動図書館という方法で本とふれあえるといいのではな
いかと思います。

53

文化県岡山が文化的事業を縮小する方向に向かうのは名折れですよね。
教育的事業がおろそかになると､人を育てることは難かしいです｡人が育たないことには岡山はどうなっ
ていくのでしょう。

豊かである為には人材育成がいちばん大切と考えます｡その為の環境を整えることは最重要です。
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54 交通が不便なので､移動図書館の充実が大切です。

55

私は2～3年前から住居近くの小学校で絵本の読み聞かせのボランティアに参加しています。
。

そのため､図書館は近年特になくてはならない存在となっています。当番が近くなると､本選びをするの
ですが､近辺の図書館といえば､上道公民館か移動図書館が主となります｡そのため､この頃もっとたくさ
んの本の中から読み間かせ用の本を選びたい時には､わざわざ遠い図書館に出向かないと納得いく本が
見つからないという不便さを感じることが多くなっています。
住んでいる近くに図書館があればいいなあとつくづく願うばかりです。

56

･人が育つ環境として大人の努力が大切であると思われます。 （この事は時代が変っても勤かない｡）
↓

･子どもに大人が本を読んで聞かせてあげる。
･子どものまわりに本を置き､毎日たとえ短かい時間でも本を読むことをする。
･子どもが読んでいたら聞いたり見たりしてあげる。
･大人が自ら本を読む姿を子どもの目にふれさせる。
※本を中心とした話題が生まれ､読書のよろこび､親子の対話､友達とのふれあい､中間意識(ママ)が育
ち､豊かな社会に発展し平和なくらしにつながるとも思われます。
｢読み語り｣で感じる幸せ!！子どもは本により目をかがやかせ､じっと見入る。
聞こう知ろうと身をのり出して前へつめ寄る｡なんとも幸せなひとときを感じます。
･老人にとっても｢本を読むと若くなる｣｡声を出して読むと健康に役立つ｡頭の体操になる｡本と一緒に呼
吸し､心豊かになるとしぜんと目の輝きを増し健康的な自信のある老人になることでしょう。

57 移動図書館存続を強く願います。

58

今迄､読書の習慣がなく､移動図書館を利用することを知ってから､毎日の読書の楽しみを味わってい
ます｡これからも移動図書館の存続を期待しています｡全体に無くさないで下さい｡今の私の唯一の楽し
みです。

59

移動図書でいつもお世話になっています。
家のすぐ目の前へ来るのでとても便利に利用しています｡思い返せば､30年程前の我が子の時より､今
は孫までも図書バスが来る日を楽しみにしています。

その日は､保育園を早迎えにして本を借りに行く次第です｡かわいいグリグラのバスに乗り込み、目的の
本選びをして､帰るとすぐに読書タイムです。
大人にとっては､立ち話に話しが咲く､コミュニケーションの場となっています。
そんな楽しい図書バスをいつまでも存続してほしいと思っています。
これからもよろしくお願い致します。

60

生活の中で出会う様々な事柄を､本や情報を支えにして､こなしたり深めたり楽しんだりして暮らす市民
にとって､図書館は無くてはならない生活環境の一つです｡幸い私は､学区内に図書館がある地区に住
み､車で他館まで足をのばすこともできるので、日常的に市立図書館を利用し､必要な本や情報を得るこ
とが出来ています｡しかし､近くに図書館がなかったら､車が無かったら､体が不自由だったら､学区内し
か自由に動けない子どもだったらどうでしょう｡例え､ﾈｯﾄ予約などソフトサーピスが充実していても､現在
と同じ読書環境はおおよそ望めません｡たちまち私は､今の生活を維持することができなくなり､生き方そ
のものも変えざるを得なくなるでしょう｡図書館が生活圏内にあるかないかは､市民の生活の質に大きく関
わることです｡大げさなようですが､人の生き方をも左右することだと思っています｡例え規模は小さくとも、
レファレンスを始めしっかりとした図書館機能を持ち､地域の核となる知的インフラが身近に出来ることが
市民ニーズだ､という大前提の上で､計画案について意見を述べさせていただきます。

★｢岡山市立図書館整備実施計画の見直しについて(案)は､全体としてアバウトな表現が多く具体性に乏
しいように思う。

★P104の(1)ソフト事業による図書館サービスに､人についての項目を増やし､職員体制について記
載して欲しい。

★P104の(1)の①公民館図書コーナーとの連携強化は便利なようだが､中途半端な連携は市民にも
公民館にとっても有益でない｡人的配置､設備等の改善見直しを含めての連携にしてほしい。
★ネット予約も便利だが､岡山の市立図書館の誇るべきサービスは､無制限貸出だと思う｡明記して大切
にしてほしい。
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61

以前､高屋に図書館ができるという話を聞いた事がありましたが､今はどうなったのでしょうか。
私もそのうち年と共にだんだん活動的でなくなり､遠くに行けなくなると思います｡近くにできれば自転車
でも行けて､人生楽しむ事ができると思っているのですが…
今でも本はいろんなジャンルの世界に連れて行ってくれ､心豊かにしてくれています。
是非近くに図書館を実現させてください｡お願いします｡多くの人も望んでおられると思います。
期待しています。

62

･施設の状況から意見を述べると､中区だけ図書館が1館もない｡在学や在勤で市内の図書館に来館で
きる人はいいが､年配の方や身体が不自由な方にとっては､家族の手を借りなければ行けない｡公民館も
中学校区にあるとはいっても､交通の便がない人もいる｡小さくてもいいので､区に1つは図書館が建設さ
れればうれしいです。
･開館日の拡大はうれしいのですが､できればもう1館(できれば幸町図書館)あってほしい｡ここは西川ア
イプラザ内にあるが､やはり近隣に大型商業施設に来た際に､ちょっと寄ってみようかな､公園のｲベント
に来たから､入ってみようかなと思っている人もいるのでは？職員の方の負担も大きいかもしれないが、
検討の価値はあると思います。

63

私が高校生のときに中央図書館が開館し､並んで入館しました｡それまで幸町まで通っていましたが遠
かつたのでなかなか行けず､近くに出来てとてもうれしかったです。
あれから大人になり、図書館は本を借りにいくだけでなく､生活の場の一部となっています。
今は車にものり､図書館にも行けますが､この先年をとり車に乗れなくなってきたら､図書館の近くに移り
住めたらいいと考えています。
本を手にとることが出来る場所は､本屋も少なくなり､だんだん少なくなっています｡本がたくさんある場
所が新しい知識､考えと出会う場所になっています｡インターネットで本を注文することもありますが､ピン
ポイントで選ぶので関連したものがわからず､また図書館で調べるようになります。
岡山市に図書館が出来ると、自分が生産人口でなくなった時､豊かに生きる場所ができると楽しみにし
ています｡どうか図書館を作る計画を私が生きているうちに進めて下さい。

64 母が本が好きなので

65

･子どもにたくさんの本にふれてほしい
･図書館に行って時間と費用の心配もなく､ゆっくり本を読んだりするひとときが大切だと思う
･図書館がその地域の豊かさを物語っていると思う
という理由から図書館を整備する必要性を強く感じます。

66
図書館は自分が購入しないﾀｲブの本を選んで読める大切な場所です｡近くにないと子どもを連れてい
けないので､是非数を増やしてください。

67 さまざまな年代の人に『本』ってすごく大切な場所だと思うので､ぜひ図書館を11

68

子育て中の親としまして､やはり図書館があると本を実際手にとり新しい物と出会えるためにはとても必
要だと思います。
車移動が困難な方々にとって近くあるととても便利だと思います。

69
子供が自分で行ける場所に図書館が増えるといいなと思います。
人気の本が借りれないこともあるので増えるとありがたいです。

70
インターネットが普及している中､子どもたちが手にとって本に出会う場所として図書館は身近な場所に
必要だと思います。 ．

71

図書館が欲しいです。
インターネットなどがふきゅうしていますが､手にふれることのできる本を置いてほしいです。
今みたいな時代だからこそ､本は必要と思います。
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72

気軽に訪れることができる､たくさんの本に出会える図書館は子供にとっても大人にとっても必要な場所
だと思う。
読書好きな子供を育てるには､たくさん本に触れる機会が大切です。

73 浦安図書館が大きくなるとうれしいです。

74
図書館は誰もが気軽に利用できるものであってほしいので､身近にあってほしいです。
正式な図書館の増設をぜひ11 割L、

75 近隣に図書館が欲しいです｡街中に行かないといけないので､あちこちに建てて欲しいです。

76

77

(1)｢見直し案｣そのものについて
今回の｢岡山市立図書館整備実施計画の見直し(案)｣の内容が､焦点がぼやけていて結局｢どうするa
か｣がはっきりしない｡平成14年策定の｢実施計画｣を実施していただきたい｡又､政令指定都市になった
からには､各区に区立図書館を作成すべきです｡政令にするということは､単に行政上の便宜さの為だけ
ではなく､各区ごとにそれぞれの文化的基盤としての区立図書館を作ることでもあるはずです。

(2)岡山市はどんな市を目指すおつもりですか。
新たな元号に変るのを機に｢文化都市岡山｣を目指して図書館建設をお願いしたいと思います｡それは
市民の文化意識を高揚することにもなります｡かつて幸町図書館や県立図書館がそうであったように。
市の､市民の文化を育てるには､長期的視点が必要です｡目先の経済効果だけを考えていては､ほん
とうに豊かな街にはなりません｡H14年の見直しについてのバプﾘｯｸｺﾒﾝﾄでも分る通り、当時すでに市
民の関心の高さが伺えます。

(3)IT化､AI化の中で人間の育ちはどう力も
子供たちのスマフォ所持率は上り(特に岡山)、時間制限などのかけ声もほとんど意味をなしていませ
ん｡親たちもアプリだのみで､乳幼児のための対策も全くといっていいほど出来ていません｡どんな時代が
来ても､人間として生きていく為に必要な｢ことばの力｣は、
今､学力に求められる思考力､想像力､判断力等々は､ス

生れた時から育てなくてはならないのです。
マフォでは育たないどころか､むしろ今ある力を

削減していきます｡この子どもたちが大人になったとき、自分たちの街の将来を考えたり、自ら行動する人
になれるのでしょうか｡どんどん世界との関係が広範囲になっていく現在、日本は？岡山は？と考えたと
き､子どもたちの｢ことば力｣、「人間力｣を育てることは急務です。
岡山市は､今こそスマフォなどに頼らない子育て、自分で考え行動する人間を育てるために､ことばを青
てること､子どもも大人も本を読むことをモットーとしていただきたい｡図書館を今建設することは､便利だ
､みの市民の目を大きく転換する力になり､結局市の財政などにも目を向けるようになります。
単に財政難を唱える前に今何が必要か考え､発想を転換して､財政計画を立てるべきではないでしょう

ｳ笛。

(4)災害の中でも

昨年の豪雨災害で､岡山市内の学校も浸水しましたが､学校も漸く復旧の途上にあります｡まだまだ不
自由な生活を余儀なくされている人も沢山います｡その苦しさから真に立ち直れるのは､やはり心です。
書物は､人間の心を慰め癒し勇気づけてくれるものです｡近くに図書館があればその空間そのものが心
こゆとりを与え､喜びとなるはずです。
今､公民館での予約､返却などの便宜が計られるようになり､それは大変ありがたいのですが､図書館は
草に借し貸りのためだけあるのではないのです｡本に興味のない入でも図書館に行っていろいろな本を
急ることで興味が湧いてくるとことなのです｡図書館は単なるハコモノではありません｡図書館の価値を見
宣してください。

図書館につきまして､当初の計画通り整備していただきたく強く要望します｡数十年来､土地まで確保し
て建設が凍結されたままであることを残念に思っておりました。
長距離の移動をしなくても通える範囲に図書館(｢図書室｣程度のものではなく)があることの意味は大き
側です｡子どもの育ちにとって､市民の幸福にとって｡『知性の街､岡山』くらいのスローガンをかかげて日
k一図書館の整備された市をめざす市政であってほしい。
私たちの税金を､長い目でみて市民の幸福に向けていただきたい。
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78

私は､時々ふと本が読みたくなり､図書館へ行きます｡図書館へ足を運び､沢山の本の中から探して、
手に取り選ぶ｡そして読んで､感じる｡という､ひとつひとつの動作の中に何かとても大切な物が詰まって
いるような気がします。

また､子供が自分で選んできた本を､夢中になって読んでいる姿を見るのはとても嬉しいものです。
これから､IT化が進んでくると思いますが､それを操作するのは人間です｡人として大切な心や感性を
育てるため､これからを担う子供達のためにも､図書館という場､在り方を大切に考えていただきたいと思
います。

79 ぼくは本が大すきです｡ずっとつづけてください｡いろいろな本があって､たのしいです。

80

私は絵本の読みきかせボランティアをさせてもらっているので図書館はよく利用しています。
子どもは良い環境の中で心豊かに健やかに育ってほしい。
テレビや電子メディアの機械音から離れて本や絵本を楽しむ時間を大切にしてほしい。
絵本は親子の結びつきを深め､生きていく力を青み､本を通して現実では得られないさまざまな体験や
出合いを広げ､知識を深めることができます｡そんなたくさんの絵本や物語に出合える場所が図書館で
す｡

子どもが読書の楽しさを発見するためにも図書館は大切です｡予算不足のために計画を見直すのは納
得できません。

81

中区に住んで､駅も近く買物の便もよくてよかったと思っています｡ただ図書館が遠くてやむなく近くの
公民館で本を借りています。
しかし､せまいスペースに本が並んでいてなかなか読みたい本に出合えません。
近くに図書館があれば､静かな広いスペースでゆっくり本をさがし読書することが可能です。
是非是非近くに図書館が出来ることを希望します。

82

東部地域の図書館建設を進めてほしいと思います｡近隣の公民館で図書館の本が貸出返却やｲンター
ﾈｯﾄ予約ができるようになってきてはいるものの､やはりその地域に図書館があることとは全く違います。
たくさんの本の中から自分に合った本を選んだり､地域の人たちが本を通して集う場(読み聞かせボラン
ティアの活動など)であったりする図書館が､徒歩や自転車で行けるところにあるべきではないでしょうか。
今のままでは､東部地域に住んでいる人は､図書館を利用することが難しいと思います。

83

図書館相互利用で市外でも図書を借りれるようになったことは便利ですが､返却するのに都合が悪いこ
とがあり､遠方まで返すことができない時､市内の図書館へ返却できれば良いと思います。
また､予約もできればいいなと思います。（市内図書館ではない図書があることもあり､借りに行こうと行っ
ても､予約していないため先に借りられてしまって借りられないこともあるので｡）
まんが本のﾘｸｴｽﾄを受けつけてもらえないことが残念です｡質のいいまんがは購入してもらえるとあり
がたいです｡そうすれば利用者がもっと増えると思います｡ （例広島にはまんが図書館があると聞きまし
た｡）

84

1p→ｿﾌﾄ面を見直したからよいという問題ではない｡1日も早く図書館空白地帯に建設すべき。
4p→担当部署に正規職員を増やさないのにｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約を拡大すべきではない。
7p→貸出登録率があがるような施策を実施すべき。
9p→3の(1)3民間活力の導入によるPPPのより一層の推進→公共の図書館にはそぐわない。
10p→ｿﾌﾄ面の充実ではなく､新しい図書館を建てることを検討するべき。
12p→館内でWi-Fiができるようにするべき。
14～15p→専任専門で司書資格をもった正規の職員を採用し､育成し､市立図書館が組織として成り立
つようにするべきともっと記述するべき。
改訂平成14年改訂岡山市立図書館整備実施計画より前進向上した部分もあるが､職員体制や図書館
新築に関しては内容が後退しているとしか思えない｡特に､以前あった地区図書館の基準床面積､規模
並びに職員体制などが書かれていない｡地区館を新しく建てる気がないし､正規司書を採用しようという
気が感じられない｡市民が無料で調べたいことを本やネットで気軽に調べることができ､読みたい本を読
み､知る自由を保障するのが､公共図書館の使命です｡岡山市の文化レベルが下がらないように､今まで
以上によりよいものになるように願います。
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85

私は読書が大すきです｡ですが､残念なことに､近くには幸町図書館のような規模の図雷館がございま
せん｡できれば実際に本を手に取り､読みたいものをお借りして､としたいところですが､それができないた
め､インターネットでタイトルから推しはかり､とりあえず予約しお借りしています｡ですから､手元に届いて
から､実際に読んでみるまではわからないのです｡また､書架にあれば出会う機会のあった書籍に出会え
ないままにもなってしまいます｡10年来､津島～津高のあたりに幸町規模の図書館ができることをずっと
願っております｡どうか､子どもたちのためにも計画通り図書館をつくってください。

86

＜今回の見直し(案)に反対です。＞
財政状況の厳しさはあっても､“図書館"の存在が､住民(幼児から高齢者まで)が居住地から徒歩や自
転車で行きやすい所にあり､沢山の本の中から興味ある本を選択できる環境は必要であり重要と考えま
す｡人間が生きていく上で､心の充足､楽しみ《又力を得るのは大切であり､実際に自分で足を運んで沢
山の本に出会い､思いがけない本、自分の知らなかった本にふと心ひかれて手に取ること
迄も(経験で)そういう本との出会いがあり､考えが広まり､深まりました。
ぜひ､住民にとって身近にきちんと本のそろった図書館を11
これからも､更に､図書館が近くにない地域にぜひ設置して下さい。

が州来る－これ

87 中区の用地に図書館を建設してください。

88

昨年吉備公民館で図書館の方とお話しさせて頂きましたが､この地域の問題点として図書館が遠い事
が上げられると思います｡私事ではありますが､遠いのでたくさん借りて延長して読み切る借り方をしてい
ます･けれど､延長したいと思っても1冊だけ予約に引っかかってしまうことがあります｡移動図書館の開館
日と近ければそちらで返したりしているのですが､返せないときは1冊のために他の本も返すようになりま
す｡ﾈｯﾄ予約の受け取りができるなら､本の返却もできないものでしょうか。
プーさん文庫としては､ネットで好きな本が予約でき公民館で受け取れるようになっても､子どもにとって
は本棚から抜き出す本との出会いはやはり大切なものです｡この本を読みたいと､明確な意思を持ってい
る子どもはそんなにいないはずです｡なので本棚の本の充実をお願いします｡図書館の方からプーさん
文庫に依頼があったのでブックﾘｽﾄを添付させて頂きます。
さいごに､職員一人あたりの年間貸出冊数がダントツに多いというのは問題です｡いくら機械化しても本
を探し､運び､戻す作業は人の手が必要です｡これ以上図書館を使うと職員の方の負担が増えるばかり
では､使う方も申し訳ないです｡職員の方々は書庫の古い本も探してくれます｡子どもが探している本も、
仕事の手を止めてちゃんと対応してくれます｡図書館の利用をこれまで以上に促進しようとかんがえるな
ら､それに見合った職員数を確保しなければならないと思います。

89 中区の予定地に基幹となる図書館をつくってください。

90

岡山市北区の最西部に暮らしています｡瞥店は1店舗あるのみ､総社図霄館の利用はできません。
岡山市立図書館整備実施計画の見直しについて、
｢岡山市立図書館のあり方について｣の策定から､最優先の取り組み､開館日の増加と公民館でのｲン
ターネット予約の受け取りができるようになりました。
インターネットの予約で公民館を利用していますが､本の貸し出しは図書館サービスの一部であり、自分
の楽しみの読書のために借りる場合は便利になりました｡
しかし､仕事等でたくさんの資料が必要な場合は中央館か幸町図書館に出かけていき､司書の力をかり
ながら本を選んでいます。
公民館には司書は常駐していませんので､読書相談はできません｡冊数にも制限があります｡また､本
がそのままの状態で手渡されます｡本は借りる人の個性や興味が直接投影されますので､県立図書館の
ように袋に入れる必要があると思います。
インターネット予約は便利ですが､年齢をみますとインターネットを思うように使える層が多く､延べ人数
ですので､実際の利用者数は多くないようです｡PRが必要です。
生涯学習の基を作る図書館｡本があり司脅がいて､子育て世代を応援し､高齢者に優しく､ソフト面はも
ちろんのこと､様々な年齢の人が気楽に便利に利用できる図書館の充実を願います。

91

近所に図書館がほしい。

高梁図書館のようなゆっくりできるスペースがほしい。
子供も遊べるような場所を作ってほしい。
パソコンはなくていいので本の種類を増やしてほしい。
できるだけ早めにお願いします。
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92

私の家から一番近い図書コーナーと言えば､上道公民館になります｡新刊書は､もう何十年と見た事が
なく､気軽に見る事の出来る月刊誌等も全く置かれておりません｡図書館のサービスポイント配置図(3
ページ)にも記戦もされておりません｡近年､上道地区は､発展を遂げています｡図書を利用される方々も
沢山おられるはずです｡是非とも､図書の充実とインターネット予約図書受取と返却が出来る様になれば
いいなと思っています。
近年､瀬戸内市邑久町に出来た瀬戸内市民図書館は､レイアウトが素敵で､ジャンル別に置かれた個
性的な図書も多く見られ､この様な図書館が近くにあればと思うばかりです。

93

図書館利用の形が､大きく変化しています。
江戸時代の街には､貸し本屋が沢山ありました｡庶民は｢貸し本｣を借り､字の読める人や声の良い人
が､家族に｢読み聴かせ｣をしていました｡近代になって､図書館が設腫され､貸本屋の機能を受け継ぎま
すが貸本屋は存続しました｡つい先頃までも貸本屋の店舗は岡山にもありましたし､病院には入院患者の
希望で､「レンタル雑誌｣が置かれていました｡つまり、 「読みたい本を提供すること｣が求められ､それが図
書館の大切な役割でありました。
その後、｢情報の提供｣が加わり､新しい書物､読者の関心､市民社会のニーズに対して答える形へと変
化しました｡情報の源としての書物は､利用者数の多少にかかわらず基本図書として蔵書することも求め
られています。
近年では､利用者の｢疑問に応える｣という役割も加わりました｡これは一箇所の図書館に限らず､利用
者の要望に対しての情報を提供することです｡また､市民講座やグループ活動の､地域社会を意識した
｢市民の集う場｣としての機能も果たしています。
このように､社会の要望に応えながら変化してゆかねばならない図書館の､活動の未来を計ることは難し
いのです｡さらに､他の図書館との利用実績､つまり利用者数．図書の蔵替数.貸出数を中心に比較する
ことで､図書館の充実度を語るのにも限度があります。
学生たちの図書館利用にも変化があります｡個人が黙々と読書する姿は減り､最近では｢ラーニングコモ
ン｣という形で､複数人数で図書館を利用し､ゼミの場を移したり､パソコンやﾈｯﾄ情報を利用して､皆ん
なで語り合いながら考えることを提唱しています。

新しい市民図書館として提案があります。
市民の図書館利用の期待を､受動的に応えるのみではなく､社会に働きかけることを期待します｡社会
は高齢化を迎えています｡すなわち､年齢･社会経験を積んだ人たち､社会問題に直面している人たちの
知恵や経験､問題意識を視野に入れることです｡希望を満たすことが必要となります。
具体的には､幅広いリファレンス対応､高齢者の関心に応えて､地域､家族､社会問題などの疑問の要
望に答える姿勢が大切と考えます｡そのためには､対応する職員に対して｢蔵書を管理する｣役割に加え
て､本来の社会教育の役割を期待するのです。

変化する地域と市民の需要に対応して
人口と地域の拡大は､いつも予測できません｡特に少子化･高齢化･社会状況により､変化の予測は不
可能です｡市民にとっての図書館サービスの充実は､重要な問題です｡10年以上も経過した計画は､再
調整を必要とします。
そこで､まず地区図醤館の整備充実は､まず基本計画に従って設置し､その後の人口変化に合わせた
設置と統合を考えて良いでしょう｡利用者人口が､予測通りに伸びない地区については基準とした地区館
維持に固執する事なく､その一方でサービスの充実に重点を置くことが考えられます｡蔵書数．規模に柔
軟に対応し､必要基準のものにして､その代わり他のサービス機能の充実を保障したら如何でしょうか｡交
通機関の整備､地域開発などにより､住民人口に変化があれば､その時に拡大を図ると良いでしょう。
ただし｢サービスの充実｣は､常に現実的であるべきです｡世の中に情報が溢れ､必要な情報を得る能
力に差が生じている現実を理解して､｢情報難民｣を無くすことは､図書館サービスにとって必須のことで
す｡提供することにのみに縛られず､一方で情報を必要とする市民を｢育てる｣ことも大切です｡市民から
求められる情報だけに限定してを提供するばかりでは､ 「偏った自由社会｣となります｡いかなる情報が、
｢市民として必要で｣｢何を知っておくべきか｣｢失われつつある社会は､街は何なのか｣。「意識を持った市
民｣を育てるためには｡何が必要なのかを､考えて頂きたいのです。
行政とは､求められるサービスに応えるだけでは十分でありません｡理想とする社会を予測･想像できる
市民社会を育む仕組みであって欲しいのです｡具体的には､ 「リファレンス業務｣の革新が必要です｡従
来の､蔵書管理･検索対応に限定されず､一歩踏み出し｢利用者の不満や希望を想像し｣そして､市民と
して与えられる情報に｢繋げるサービス｣が必要と考えます｡そのためには､市民がお互いに思考し､考え
を語り会う｢場｣としての図書館が必要です。
このように､将来にわたり求められる様々な機能を果たすのには､その基盤となるべき器の図書館が必
要です｡今回の見直し案では､計画ではすでに実現化されているはずの｢未来の岡山の図書館｣を､今を
生きる私たちが､過去から取り壊そうとしているかのように見えます｡将来の岡山の街の在り方をしっかりと
見据え､少なくとも予定されている｢地区図書館の整備｣は最低限の目標として､平成14年の実施計画を
早期に実現すべきと考えます。



8

－19－

no． 意見

94

市の図書館サービスの縮小なんて嫌です｡困ります。
気軽に本を手に取って読める場所を残してください｡増やしてほしいです。
よろしくお願いします。

95
書店やネットでも手に入らない貴重な昔の書籍が､図書館には保存してあるので､仕事の上でも各業界
の歴史に必要である｡図書館の存在意義は大きい。

96
図書館が身近にあることは､子供の教育にとって大事なことだと思います。
本屋さんではなく､まず図書館で自由に捜すという経験をさせてあげたいです。

～

97

岡山市の中心部には文化しせつがたくさんありますが､少し車で走ると何もありません。
図書館は身近に行ける文化施設です。
岡山市の中で格差をつけないで下さい。
また､本はたくさんあってこそ見る楽しみ､選ぶたのしみがあり､行こうと思う場所になります。
小さいものをいくつかよりある程度まとまった形のものを作ってほしいです。
小人や老人は遠くまでは行けません。
岡山市の各区に図書館をせいびして下さい。

98

住み良い町の条件の一つは､文化的満足度が高いことが要因になることは確かと思います。
私は､子どもたちに絵本や本を読んだり､おはなしを語る(ストーリーテリング)活動をして25年以上経ち
ます｡そのため､図書館を利用する頻度は非常に高いです｡どんなにIT化が進んでいこうとも図書館の必
要性は痛いほど感じています．

岡山市内各地に住む仲間たちと､よく話し合っていることですが､政令指定都市になり面積が拡がり､図
書館(広さ､蔵書数など規定を満たした)が無い地域が多く､不便を強いられているということです｡是非に
も､平成14年に具体化された地区(域)図書館を造って欲しいと切望しています。
特に､図書館建設のため確保した土地(中区高屋)が20年以上も塩漬けにされたままであることには驚
きを隠せません。

せめて､計画通り､そこには図響館を建てる決定を一日も早くして欲しいです｡_他県3ケ所に住んだ経験
からも､岡山市内に人口に比して図書館は少ないです。
町に良質の図書館があること､緑あふれ､誇れる劇場や図書館があることが､人々が集い岡山に住み続
ける原動力になると信じています。
子どもと本を結びつける活動を長年やっていて感じることは､人間形成にとって最も重要な時期に心を
耕してあげないと､社会に出たとき､時代を拓き活躍する大人はできないと心底痛感しています。
また高齢化している現在､高齢者の立場からも､近くに在る図書館の果たす役割は大きいと認識してい
ます･だからこそ､声を大にして何度も申し上げたいです！

岡山市西部､東部､南部に是非とも図撫館を造る計画を実行に移して下さい111

99

4整備実施計画
(1)ソフト事業による図書館サービス
①公民館図書コーナーとの連携強化 ．
吉備公民館が新築され､図書コーナーが美しくなった｡絵本は比較的充実している｡大人の本の蔵書の
動きがにぶく､行っても喜べない時が多い｡どんどん入れかえて､できたらなんとか蔵書を増やすようにし
ていただきたい。
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100

私は､図書館をよく利用します｡これまで図書館でどんなに多くの本と出会い､催への参加等で多くの恩
恵をいただいてきたことでしょう｡私にとって図書館は､とても大切な場所です。
図書館に行くことで、自分がさがしている本だけでなく、普段手にとらないような本を手にしたり､興味を
持った本棚へまわってみたり､思いがけずさまざまな本に出会い､親しむことができるのです｡また､本が
見つからない時には図書館の人に聞き､さがしてもらうことも関連する他の本の紹介やアドバイスをきくこと
もできるのです｡今は公民館でもインターネット予約図書受取をできるそうですが、自分の読みたい本だけ
が手元に届くのでなく､図書館へ行くことで架書や展示からも様々な本を知ることができ､たくさんの本の
中から読みたい一冊を選ぶことができるのです｡それは､どんなに豊かでたのしみなことでしょう！ このよ
うに､適切な読み物を提供してくれる学びの場である図書館の必要性と意義はとても大きく､社会や文化
の向上のためにもはかりしれないことだと思います。
図書館が生活の身近な地域にあり､足を運べることの利便性はとても大きいのです｡とりわけ､行動半径
の限られる子どもたちにとっては歩いて行ける範囲に図書館があるのが望ましいことです｡図書館の役割
は､子どもたちにとっては､さらに重要だと思います｡図書館が､子どもたちに豊かで質の良い読書を保障
することで､子どもたちは自ら学ぶことを身につけ､一生を通じて利用するところとなるのですから。
貧しい移民の境遇から身を興したアンドリュー･カーネギーは､少年時代､近くのﾗｲプﾗﾘｰで本を読む
のが唯一の楽しみだったそうです｡後に2500を超す図書館を寄付しています｡カーネギーにとって読書に
よって自助努力をする人の集まる場である図書館への寄付こそが､将来､社会に実りをもたらすことを期
待できる正しい富の運用だと思えた､ということです。
今の時代､子どもたちをとりまく環境は大きく変わりました｡スマホをはじめ電子メディアにより様々な問題
が起こっています｡松岡享子氏は､講演会で｢若い時の読書は若い時の心を育てるのです｡本(ことば)は
人類に残されたものの集大成｡生き残っていく本には､すぐれた先人たちのことばが記されている｡…この
難しい時代にあって､子どもたちを助けられるのは本であると思っている｣と言われました。

平成14年｢岡山市立図書館整備実施計画｣に明記されている通り､東部､西部地区及び北部地区図書
館の建設の実行を強く希望します。
誰もが平等に利用できる図書館が日常生活の中にあることは､大人のために､未来ある子どもたちのた
めに､社会のために､絶対に必要だと思います｡決して､財政難を理由に後まわしにしてはならないことで
す。 ．
目に見えないけれども､本との出会いは､人を豊かに育て､いつか､生きる大きな力になると確信しま
す｡

101

岡山市立図書館については､岡山市の将来を見すえた整備計画が必要と思われます。
岡山市内には多くの歴史的な史跡があり､また岡山大学をはじめ11の大学､短期大学があります｡この
ように岡山市は教育､文化の町､地域として立派な基盤を持っており､歴史を踏まえ､先人の努力を継承
し､今後さらに教育､文化の地域として持続的に成長､発展して行くには､長期的な視点が必要です｡そ
の一つとして､特に図書館については将来を見すえた整備計画が望まれます。
インターネットの普及により､簡単に情報が得られるようになりました｡インターネットはこれからも益々さま
ざまな領域に入ってくると思われ､大変有用なものではありますが､インターネットから得られる情報は偏っ
たものになりがちで､全く誤った情報･フェイクニュースも混じっています｡得られた情報が正しいか否かを
確かめ､どう利用するか判断するには､原本を調べ､広く他の考え方､情報も知る必要があり､そのために
は書籍としてまとめられた資料を参照する事が必要であり､図書館は不可欠です。
市民の学習に必要な図書や情報を収集･保存･提供するというのが図書館の重要な目的の一つです。
子供の頃から地域の歴史･伝統･文化への理解を育み、自ら考え､学び､行動し､未来を切り拓く人材を
育てるには､図書館は大きな役割を持っています｡また､市民の生涯にわたる学びを支援し､地域社会が
抱える課題が多様化･複雑化している中で､生涯学習で得られた知識や技能を地域の課題解決に生か
す場としても図書館は重要です。
歴史的にも、
の将来のため

優れた文化都市には必ず優れた図書館があります｡教育､文化の町､地域としての岡山市
､すべての地区のすべての市民が等しく利用でき恩恵を受けられるよう､各地区の図書館

の整備を希望します。
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102

19年前(2000年4月)、主人の定年で岡山に戻ってきました。
近くの広い空き地は､図書館のための用地だと聞き､喜んだものです。
このあたり、田畑がどんどんと宅地に代わり､人口も増え続けていますが､ふれあいセンターも遠く､未だ
に図書館もできません。

この地域に住民がふれあう憩いの場､生涯学習の場がないのが残念でなりません。

広島西区には､図書館､文化センターなどに､上層部は分譲マンションというような複合施設がありまし
た ｡

岡山でもこういう方法もあるのではと思います。
どうか早急に東部地区図書館の建設をお願い致します。 。

103

私は0歳～15歳まで島根県出雲市で過ごしました｡家の近くに｢こども図書館｣があったので､物心がつ
<頃には母に連れられ､よくこの図書館に行っていました｡幼稚園･小学校時代は､そこへ行くと､友だちも
いて､司書のお姉さんとは仲良くなって本は読めるし､庭で遊べるし…で自分の中で居心地の良い遊び
場になっていました。

司書のお姉さんの勧めで読む本は愉しく､本を借りる､返す作業も手慣れて､図書館に行くことが､いわ
ば生活の一部となっていました｡その習慣が本を読むことが当たり前のこととなっていったと思っていま
す。

その後､高校入学と同時に岡山へ引越してきましたが､近くに図書館はありませんでした｡勉強､部活と
忙しくなり､図書館からは遠去かってしまいました。
大学･就職先も県外ですが､実家は岡山市内ですので､帰省したとき､公演会やコンサートなどを聴きに
図書館を利用します。

図書館が生活圏内に在る恩恵は計り知れません｡子ども時代に知った本を読む喜びは､社会人となっ
た今も活字を読む仕事が多い中で､活かされ､大変役に立っていると思います。
そこで､岡山にも地域､地域に公立の環境が整った図書館を是非造って欲しいと切にお願い致します。

104

東部地域の地区図書館の建設を実施して下さるようにお願い致します。
又､高島学区は､今､子供達が増えている活気ある校区であり､母子が幼い頃から絵本に親しみ､読書
することで､子供達の感性が豊かに育つことを望みます｡母子の心のふれあいの為に本は不可欠と思い
ます･
遠くの図雷館に行きたくても行けない方々(幼い子連れの親子､高齢者の方々)のためにも､是非､この
東部地域に､新しい地区の図書館建設をお願い致します。

105

小さな子どもからお年寄りまで､市民の生活を豊かにするため､すべての地域に図書館サービスが行き
届くように､是非お願い致します。
人生100年といわれる中で､ますます市民がどのような楽しみ､生きがいをもって生活していくかが大切
になってくると思います。
心の豊かさを得るために本はすばらしい可能性をもっているのではないでしょうか。
どの地域の人にも気軽に利用し易くするため､すべての地域に図書館サービスが行き届くように建設を
よろしくお願い致します。

106

子どもの読書にかかわるボランティアを図書館､公民館等で行なっている者です｡この度の(案)には、
予算の不足を理由に区立図書館の実現はせず､平成14年に綿密に具体化された地区図書館の記述の
一切が消失していたことは､とても残念に思いました。

IT化によって､建物､職員を減らし､経費削減を図っているように見てとれます。
IT弱者にとっては､優しくない方向にいっているように思います
図書館があることで､地域の知的レベルが増すように思う。

｡

IT検索だけでは、自分の興味のある本だけを探すということで､やはり開架図書で､色々な本との出会
いの方が広がりがある。

普段､伊島図書館には､とてもお世話になっていますが､利用者数がとても多いのに比し､スペースがあ
まりに狭く､書架と書架の間もカウンターの中も予約図脅が山稲みで､司書の方も動きにくそうです。
通路は車椅子がようやく通れるか？でも方向転換は無理だと思います。
ゆったり本を読む椅子も少ないし…公民館併設の図書館だから､公民館が休館の日は図書館も体
館､不便です！
→新設の図書館を求めます。
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107

岡山市の東部図書館計画の早期の建設をお願いします。
今年は､災害やらあって市も大変とは思いますが､図書館は､本以外にも色々と活用できると思います。
これからの新しい図書館創りは､今までと違ってくると聞いていますので､老若男女の居場所､活動の拠
点等重要な役割があると思いますので､よろしくお願い致します。

108

図書館は生活圏の近くになくては利用できない。
特に小･中･高校生は必要である。
中区は人口集中しているのにかかわらず一館もない。
20数年前に元市長の時に建設用地確保しているにもかかわらず､進展していないのはなぜか？
早期建設を要望致します。

109

幡多学区に図書館ができる日を夢みて､署名活動にも協力してきました｡しかしながら､東部地域の図
書館用地が図書館のために活用されることは不可能なようで､非常に残念です。
岡山市中心部の図書館はそれなりに充実しているのかもしれませんが､一方で､その恩恵に預かれな
い地域があります｡「すべての地域に図書館サービスが行き届くこと｣という基本方針は､財政的な理由で
どんどん後退しているようです｡むしろ､周辺市町村の方が､図書館を含めた文化施設が充実しているよう
に思えます。
見直しとして､公民館図書コーナーとの連携､インターネット予約､移動図書館等があげられています
が､公民館にはスペースがありません｡インターネットが使えない人もたくさんいます｡移動図書館も､幼稚
園等だけでなく､地域の人々が集まりやすい場所への巡回も考えてほしい｡そして､いつ､どこへ行けば
利用できるのか､具体的に積極的にPRし､知らせてほしいと思います。

110

P7③について
延床面頼に比べて貸し出し冊数､予約件数が上位なのは利用率も高くて図書館司書が頑張っている証
拠｡登録率が低いのは､岡山市の図書館が無制限貸し出し(2週間で読めるだけ)をしてくれているので、
｢まだ､管理の未熟な子どもは登録せずに親が一緒に借りている｣等の事情があるからではないか？も
し､他の政令指定都市も同じ条件(無制限貸出)ではないなら､誤解を招く数値なので比較しないでほし
い。 ト

P9の3(1)③について
その次に書かれている(2)図書館の機能や役割を鑑みると公共図書館に､利益を生まなければ運営で
きないPPPはそぐわない｡長期に渡って安定的に市民のために郷土資料の収集､情報提供等を行うため
には､市が責任を持って運営するべき。

P10の4(1)について

ｿﾌﾄ事業による図書館サービスを向上させるには､人の充実が不可欠であるが､その項目がない｡最
初に①として｢職員体制について｣項目を挙げるべき｡正規･専門の職員を配置し研修等の資質向上保証
も明文化すべき。

先日、滋賀県守山市の図書館を視察してきた｡やはり市民(高校生も含む)と話し合いつくられた図穆館
は市民に愛され､活力あふれるすばらしいものだった｡財政負担軽減のため､図書館は建てられないとい

うが､岡山市民の文化のインフラである図書館は必要｡それぞれの地区のサービスの拠点となる図書館を
切望する｡貧富の差が社会問題となっている昨今､将来の生活保護受給者を減らすためにも､図書館で
子ども達の知識欲､学びを保障して欲しい｡それが､長期的に見ると財政削減に繋がると思う｡学校司審
を早くから正規で配置するなど先進的に取り組んできた岡山市は､ぜひこの図書館を核とした取り組みで
全国に自慢できる政令指定都市としてPRしていってほしい。
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1． 14頁5｢持続可能な図書館運営に向けて」
①｢これらの団体から意見の聞きとりを行ったところ｣について
私は岡山市民として一度も意見を聞かれていません。
②｢短期計画の積み重ねによる新たな基幹地区図書館の整備について｣について
平成14年から16年間計画を塩漬けにしている状況から､岡山市がこの課題を解決出来るとは考えられま
せん。「財政負担の面からきびしいのが現状｣で、「用地については…より慎重に｣とのことです。
市民の目線からは､永遠の塩漬けしか考えられません。

2.提案
①すべての市民の意見をちゃんと聞いて下さい。
②計画は一担､民間のコンサルタントにやらせて下さい。
③図書館の運営は､民間の事業者にやらせて下さい。

112

･岡山市は県庁所在地であり､政令指定都市ですので､その名に恥じないよう教育･文化に力を入れて、
図書館も一層充実していただきたいと願います。
･長期的な財政事情等もあれど､市内の人口分布なども勘案して､やはり東部(高島付近)･西部(庭瀬付
近)には地区図書館があってしかるべきと思われます。
･ソフト事業によるサービスの充実を目指すのであればなおのこと､本文中にも触れられているとおり､専
門職である司書の働きが重要であると思われます｡司書の育成は短期間では困難であるので､持続可能
な運営のためには､長期的な計画で十分な人数の正規職員の採用･配置が必要と考えます。
･学校では次期学習指導要領でも､学校図書館を活用した探究的な学習など､学びの改善が期待されて
います｡そのために市立図書館､学校図書館の両方をさらに充実させた上で､連携･協働して､子どもの
読書や学習環境を豊かにすることは､将来の岡山市のために必要な投資なのではないでしょうか。

113

｢整備実施計画見直しの方向性｣の｢蔵書の保存スペースの確保｣について､市立図書館には直筆の原
稿資料をはじめ､古写真､古地図､行政資料､美術､博物資料､戦前期の新聞や雑誌など､岡山空襲後
に数多くの市民や郷土史家の尽力により集められ､国内の他機関には存在しない貴重な郷土資料のコレ
クションが多く含まれています｡こうした資料への劣化予防措腫や永続的保存環境の整備など､必ずしも
ｿﾌﾄ面の充実だけでは補いきれない部分も否めません｡公文醤管理のあり方とも関連し､市民共有の財
産として長期的視野から保存･活用の両立が促されるような計画的かつ持続可能な図書館整備の議論が
継続されるよう期待しています。

114

図書館は､本だけあれば良いのではなく､それを整理･整備･活用する知識と技術が必要です｡それに
は専門性をもった職員の配置が必須で､良い人材の確保には正規職員としての雇用が欠かせないと思
います｡現在では正規職員の方は数少ないようですが､｢財政｣や｢持続可能｣などの言葉が人件費削減
の理由にされることなく､今後も市民の財産である図書を守り十分に活用可能な専門職員を確保していた
だきたいと思います｡近年､企業による見た目重視の図書館設置が進んでいますが､決してそのようなこと
がないようにお願いします。
また最近は利用者の利便性のみを考えた変更が多いように思います｡利用者の立場では楽になるのは
ありがたいですが､その分が現場で働く方々の負担にならない形であってほしいと思います｡我が子の通
う小学校でも市立図書館の蔵書を借りられますが､子どもに聞いたところでは､司書の先生が勤務時間外
に図書館へ行き手続きしているそうです｡誰かの負担を前提にした方法は長続きしないと思います。
図書館があることで様々な知識を得ることができるという良い環境をこの先もずっと残せるように､蔵書や
職員という内容面での充実をお願いいたします。

115

近年､我が国において知的環境の劣化が指摘されています。
たとえば､教育分野では､大学において､短期的､実用的な成果が性急に求められ、
分野がおろそかにされていることがあげられるでしょう。

基礎研究や文系

岡山市についていえば､図書館整備実施計画の見直し､実際は後退に次ぐ後退という｢改悪｣も､知的
環境の劣化の代表例といえると思います。
財政難という錦の御旗が掲げられると､真っ先に予算を削られるのが､選挙の票にもならない図書館な
どの分野なのでしょうね。
岡山は､藩政時代から､閑谷学校という市民(庶民)教育の先駆けとなる誇りを担ってきた土地です｡そ
の岡山の県都たる岡山市が､図書館整備を次々と後退させていくとは､まことに嘆かわしいことです。
当初の計画通り､地域図書館の建設､人員体制の充実を強く要望します。
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合管理計画の方針とI

蔦施計画の見直しな‘
､ 「岡山市立図書館α
教育施設)としての枠
こできたい独自の機尚

踏まえ

施設零
t｢内案

万針を踏まえ

､図書館の鵜
愉識といって

2，2～3pl岡山市立図書館の施設とサービスの現状(1)施設等の状況｣につい､

意見:3p｢サービスポイントの配置図｣に移勤図書館の巡回場所を記してほしい。
理由：移動図書館の巡回場所を省略したのでは､遠隔地にサービスが行き届い・
ﾊ｡身近な図書館建設を見送る代わりにソフト面のサービス充実を今回の見直しに
書館としての移動図書館の巡回地点は無視できない。

10pの最終行にも｢移動図書館の必要性はますます高まってい｣るとあり､その通
ま省略するとしても、図書館から遠い人へのサービス状況を知る上では必要であそ

3，9pl3整備言
意見:(1)、（2；
(PPP)のより一
追記を望む。
理由:PPPには

定管理者制度
ある

現在､本市か
云介§今終の胃

｜ 、 二

，-F 『■

ロ 。 ﾛ ｡

a民間活力の零
.号ZL毛l÷園11粒

の位置づけlの最後‘4，9pl3整備；

に､上記のよう
意見:｢配慮す
館独自の役割
理由:図書館‘
よりも優先して

呈しu

r中腱

5，10pl4整傭実施計画見直しの方向性(1)ソフト事業による図書館サー

との連携強化｣について
意見:公民館でのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約図書受取事業は便利だと評価してい
サービスポイントとしての連携だけでなく､加えて､地区図書館として機誌
どの環境整備をしてほしい。
理由:当該公民館の蔵書刷新で利用者が増えたことから､遠隔地の潜在間
のだと思う。
「図書館の在り方｣に掲げている｢地域の情報拠点｣、｢地域に密着し､一
役立つ図書館｣を目指すなら､本来は公民館のように中学校区に1館が理
とは承知している。
司書がいれば､「無料貸本屋｣と椰楡される本の貸出しだけでなく､レフフ
することができまた､相互昏借により、少ない蔵書でやりくりができ_より市

湘醐

メlも辱官籾

Opl4整備実施計画見直しの方向性(1)ソフト事業による図書館サービス②市民ニーズに槌
図書館の運行｣について
:財政難の中､移動図書館の運行を継続していることを有難く､評価している。
pに｢巡回先の再編を含め､効果的な運用体制を確保｣とあるが､今後も是非､縮小することなく
E実させることを強く望む。
二､本の貸出サービスだけでなく、図欝館の紹介＝広報もすることを考えてほしい。
:移動図書館は､諸事情で図書館まで来られない人への､図書館の出前サービスだと考える｡ ｜
置く市民に図書館サービスを知ってもらう宣伝カーでもあると思う。
歪もレファレンスや本の紹介等していると思うが､さらに積極的に､図書館サービスについて宣伝
3.市民の図書館への理解､ニーズの掘り起こしに繋がり．市民にとって身近な図癖館になるの‘
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7,10p｢4整備実施計画見直しの方向性(1)ソフト事業による図書館サービス｣について
以下の追記を望む。
意見①:方針2の多様な利用者へのきめ細かいサービスとして､多文化､多言語サービス､及び､情報弱
者へのサービスの実施についても触れておいてほしい。
意見②:ソフト事業を充実させるために必要不可欠な｢司書｣についての項目が必要である。
理由:平成14年策定の｢整備実施計画｣には、 「図書館サービスを充実させるためには､図書館職員としマ
の資質･能力の向上が不可欠｣であり､職員の研修参加やベテラン職員による指導等により､専門知識を
深めるなど司書としてのスキルアップを図る､という記述があった。
｢図書館の在り方について｣にも｢今後の方向性｣として｢図書館職員の資質･能力の向上による図書館
サービスの充実｣という項目で同様の記述がある。
今回は､図書館建設は困難だがその分をｿﾌﾄ面のサービスで補おう､という見直しの趣旨だと理解す吾
が､その根幹である司書についての言及がないのは画竜点晴を欠くと言わざるを得ない。
是非､この項目の追記を望む。
意見③:郷土資料コーナーを利用しやすく整備､充実する､という項目の追加を望む。
理由： 中央図書館のリニューアルが考えられていると聞いた｡郷土資料については12pの保存ｽペース
の項目で少し触れているだけである。
中央図書館の郷土資料コーナーを利用しているが､整備も不十分のように見受けられ､我がまちのこと
ぽがら､ちょっと見てみよう､という気にはならない。
基本方針1,3,5にも関係すると思うし、「まちづくり｣を言うなら､まず郷土を知ることだと思う。
図書館に来た市民が気軽に郷土資料を手に取れるような環境整備を望む。

3，14p｢5持続可能な図書館運営に向けて｣について
意見1:｢司書｣について､前述の項目7意見②のように､項目立てて具体的に記載することを望む。
理由:今回の図書館整備実施計画案は､館数を増やすというサービスではなく､ソフト面でのサービスを
充実させようという趣旨だと理解したが､にも拘らず､サービス提供の中心である｢司書｣という語句が出て
きたのは14pに1か所だけであり､大変残念に思う。
長年活動を支えてきた団体からの聞き取りで､「司書の果たす役割への期待が大きいことが改めて確認
され｣た､という記載のみで､だから今後どうしていくのか､全く触れられていない。
15pに｢核となる専門職を確保しながら､公共性､専門性､継続性を維持していくことが重要｣と書かれて
'､るが､そのためにどうするのか､実施計画でありながら具体的なことは何もわからない。
意見2:図書館についての広報を充実させる､という項目の記載を望む。
里由:図書館は,いまだに余暇のある人が本を読み､借りるところというイメージが強いのではないか｡そ
h,は､それ以外の図書館サービスが多くの市民に見えていない､知られていないから､知っている人しか
鳥U用していないからだと推測する。
例えば､サービスメニューを作るとか､ 「何でも聞いてください｣バッチをつけるとか､もっと積極的に､図
罫館サービスを知らせることを望む。

最後に感想として､今回の見直し案は､平成14年策定のものに比べ､随分後退している印象を持ちまし
と。

全体として､図書館の重要性を述べており､同意できるのですが、 「実施計画｣なのに具体的記述をして
,､ないことを不思議に感じました。

〕図書館整備は､資料費の確保と増額が欠かせないと考えます｡その上での図書館サービスではないで
/ようか｡資料費の充実について､加繁してください。
)P10の基本方針を全館で､文字通り展開するのであれば､専門の司書の確保や増員が不可欠ではな
､でしょうか｡本｢見直し(案)｣の他市との比較のデータをみても､正規の司書の増員なくしては､図書館
ナービスの強化は困難ではないでしょうか｡ぜひとも､正規の司書の増員を積極的に明記してください。
〕吉備･高松地区と中区の図書館建設について､否定しないで､可能性を探ることができるような文章を
kれることはできないでしょうか｡公民館のﾈｯﾄ予約が多いのも､市民が図書を必要としていることを体現
"でいるのではないでしょうか。
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･p8(4)施設とサービスの課題の箇所に①として､図書館のサービス網が行き届いてない地域を記述し
て､図書館が足りてない現状を示してほしい｡14年度改定の整備実施計画にある｢2
ま入れていただいてもよいのではないでしょうか。

･pl4の｢5の持続可能な図書館運営に向けて｣について

4地域の現状｣のま

･14年度改訂の整備実施計画でも配置の必要性が描かれている東部地域は､登録率ももっとも低いこと
がp7にも明らかです｡公民館の図書コーナーや移動図書館の巡回場所の充実を図っても､調べたい本
などを的確に探し出せたり､インターネットを使いこなせたり､短い移動図書館の巡回時間に利用できる人
は一部分です｡歩いたり自転車で行くことが多い子ども達や高齢の方まで､だれもが使いやすい､暮らし
やすい中区となるためにも､環境を整え､私たちの誰もが図書館を自由に使える状況に近づけてほしい。
そのためには東部地域の文化の中心を担う地区図書館の建設が必要不可欠です｡少子化など財政状況
が厳しいのも理解できますが､公平に利用できる生涯学習の場はあきらめずに整えてください。

･東部地区の図書館用地について､5段落目に記載があります｡「当初の短期計画での事業化は難しく」
というのは理由がよくわからず､理解できません｡14年の整備計画の文章では｢おわりに｣として｢その時
点での適切な判断に基づき柔軟に対応することが必要である｡」とされています｡前向きな姿勢が見られ
ない文章は非常に残念です｡岡山市民の約5分の－の14万人の市民が暮らす中区のある東部地区に図
書館がありません｡平成26年9月の岡山市議会でも｢図書館の早期建設について｣という竜操学区住民
からの図書館建設を求める5607名の署名が集まり､その陳情も採択されています｡「より慎重にならざる
を得ません｣と言わず､｢その時点での適切な判断に基づき柔軟に対応することが必要である｡」というよう
な必要性が伝わるように記述してほしい｡首を長くして地域の住民は図書館建設を待っています。

･また､p8の④からも図書館を多くの市民が利用しているように､岡山市民が使いたい施設でもあるはず
です｡本を借りない利用者もいることを述べているが､中区には移動図書館や公民館の図書コーナーは
利用できても､それは図書館の機能の一部に過ぎません｡司書がいて､いつでも相談でき､一人一人必
要な情報を得て豊かな暮らしを行えたり、自由に行って本を借りない利用者も含めて過ごせる図書館があ
りません｡また､東部地区だけでなく14年改訂の整備実施計画にあった地区の住民の方も同じ状況で、
建ててほしいです｡必要性を打ち出して､あきらめずに整備していただきたい｡情報化社会の中で､必要
な情報を取捨選択する機能の公共サービスが必要です。
･東部地区の図書館建設用地は手放さず､様々なチャンスを生かしながら､岡山市の施策として図書館建
設を進めていただけるよう､お願いいたします。

119

図書館建設､希望します。
ITの波にのまれてはいけない。
予約を簡単にする為､PCを使ったりするのはいい。
ただよみたい本だけでなく好きでない本､興味のなかった本に直接ふれることのできる図書館は､子の
成長にとって欠かせない｡休みの日を図書館で安く知的にすごすことは親にとっても楽で有難いこと。
岡山県の学力が落ちてる今こそ､図脅館事業に力を入れ､小さい頃から本に親しませる事が大切｡削っ
てはいけない所。

長い目で見ないといけない｡私も子も図需館には大いに助けられた｡国語力upまちがいない。

120

4整備実施計画見直しの方向性を読んで
今後もしっかりと蔵書の充実をしていくことを盛り込んでください｡蔵書は図書館の根幹だと思います。

5持続可能な図書館運営に向けてを読んで
今いる職員の専門性を継続していけるように職員体制の充実をお願いします。
岡山市の職員一人あたりの年間貸出冊数は他の政令市よりも群を抜いています｡しかし､市民サービス
に時間がかけられないのではと危具します。
よりよい図書館にしていくためによろしくお願いします。
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読みきかせの活動をしているグループに所属しています。
選書の際には図書館へ行き､たくさんある本の中から､子ども達の笑顔を思いながら選びます。
ふとまわりをみると､いすにすわって本を読んでいる人達がたくさんいます。
子どもから大人まで､みなさん､ゆっくり読んでおられます。
もちろん一人で読めない小さな子は､お母さんやお父さん､おじいちゃんおばあちゃんに読んでもらって
います｡図書館には､ゆったりとした時間が流れています｡読んでもらっている子ども達のなんともいえな
い笑顔。
そんなほほえましいBGMの中､本をさがす私は､とても幸せな気持ちになります。

北区に住んでいる私達は､身近に図書館が多くあり､大変めぐまれた環境にあります｡もし､図書館が遠
かつたら…､なかったら…｡そう考えると北区でよかったと思いますが､現実は､そういう思いをされている
方､子ども達がおられるということです｡大人ももちろんですが､これから成長していく子ども達には､心も
豊かに大きくなっていってほしい｡そのためにも図書館は1館でも多く､建設していただきたい｡心からそう
願います。

122

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの普及を理由に建物や人の統合し､経費を削減出来ると考えるのであれば､子ども達の
前で本の読み聞かせのボランティアを始めて5年､短い期間ではありますが､子ども達がページをめくる時
に全員瞳をキラキラさせて本に食いついてくるその時を過す度に本を読み聞かせる事が楽しくなっていま
す◎

読み聞かせが好きな子どもは本を読む事が大好きで､自分が読んだ本の紹介をしてくれたり、 「文字の
多い本を読んだ｣｢こんな分厚い本を読んだ｣｢このくらいの本なら1日で読める｣などなど自分が読んだ本
を片手に持ち自慢をしてくれます。
それもこれも図書館があるからこその私の体験です｡北区住んでいる私は図書館に不便さを感じたこと
はありませんが､図書館が遠かったり､移動図書館など限られた時間で数に限りがある｡公民館などの図
書にしても物足りなさを感じる｡実際､本を手に取り､紙の香り､質感､感触､行きあたりばつたりに出会う
本､インターネットの中で出会う物でなく､リアルに実感できる本の出会いとその本を通して出会う人との．
ミニケーションの場を､未来の子どもたちのためにも図書館を整備実施していただきたいです。

123 中区の用地に地域の中心となる図書館を建ててください。

124 中区の用地に地域の中心となる図書館を建ててください。

125 中区の用地に図書館を建設してください。

126 区による利便性の差が少なくなるよう配慮をお願いしたい。

127

･岡山市内の各区内に利用できる図書館を設けてほしい。
･図書室ではなく､必ず専門職を配置する図書館をお願いします。
･基本計画に沿って実施することを希望します。

128

私自身は図書館に便利な所に住んでいるが､東区に図書館がないのはとても不安を感じます。
子供達が電子本ではなく､紙の本に気軽に見られ､借りられるようになってほしい。
公民館に代理をさせることは絶対反対です。
ぜひぜひ東区に図書館をつくって下さい。

129

H30.12月に出された見直しについて､反対します。

平成6年に作定された基本計画を基に､平成14年5月の｢整備実施計画｣による図書館の整備を望みま
す｡


