
 

図書館利用者と稲荷山図書館長との懇談会 

 

 

１ 日時   平成 25 年 11 月 4 日（月） 15 時 45 分～17 時 15 分 

２ 場所   稲荷山図書館 ２階 会議室 

３ 参加者  利用者  ２名 

       図書館  ３名 （稲荷山図書館長、館長代理、学校支援総括員） 

４ 配布資料 （1）平成25年度「図書館利用者と稲荷山図書館長との懇談会」 

（2）平成25年度稲荷山図書館事業実績一覧および事業計画一覧 

（3）平成25年度稲荷山図書館における学校支援例  

（4）平成25年度２月実施利用者アンケート稲荷山図書館集計結果 

(5) 情報発信いなりやま 

(6) 練馬区立図書館報 図書館だより第24号 

５ 次第   （1）稲荷山図書館長あいさつ 

（2）職員紹介および出席者自己紹介 

       （3）懇談 

       （4）稲荷山図書館長あいさつ 

 

図書館利用者と稲荷山図書館長との懇談会 要録 

 

１ 稲荷山図書館長あいさつ 

本日は、稲荷山図書館の懇談会にお集まりくださり誠にありがとうございます。これから

僅かな時間ではありますが、皆様と稲荷山図書館の様々なお話を和やかに進めていくことが

できればと考えています。どうぞよろしくお願いします。 最後に質疑応答のお時間を取り

ますが、私たちの説明の中で疑問点などありましたらその都度お声かけください。  

 

２ 図書館職員紹介および出席者自己紹介 

 館長代理、学校支援総括員 

 出席者から簡単な自己紹介       

         

３ 懇談 

 (1) 稲荷山図書館の紹介 

ア 昭和63年５月に練馬区７番目の図書館として創設 

イ 稲荷山と清水山の二つの憩いの森に囲まれた緑豊かな環境   

ウ 資料は９万冊程所蔵 

エ 一番の特色は「昆虫コーナー」 

現在、昆虫専門書は6,700冊、蝶や甲虫等の標本は3,261点、標本箱は100台程所蔵 

 昆虫クイズが入ったパソコン「いなＱ」も2台設置（特に小学生に人気がある。） 

※開設時の写真、開館記念冊子を回覧              
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(2) 指定管理者について       

  ア 今年度４月１日から、（株）ヴィアックスに於いて指定管理業務が始まり、25名の

スタッフが２交代制で業務に従事 

イ 人事形態は常勤社員（契約社員）と準社員（パート社員）に分かれている。 

ウ 常勤スタッフは、館長、館長代理が１名ずつ、副責任者４名、副責任者の補助にあ

たる業務リーダーが４名となっている。      

  エ （株）ヴィアックス本社は中野区弥生町にあり、1973年の設立 

オ 図書館の業務委託などのアウトソーシング事業部は平成13年から開設  

カ 従業員数は1,240名、指定管理館は全国で40館、業務委託館は21館 

キ 練馬区では稲荷山図書館と春日町図書館が指定管理者館、関町図書館と石神井図書

館が窓口等業務委託受託者となっている。     

(3) 業務内容の一つである「学校支援モデル事業」について紹介  

  ア 稲荷山図書館では今年度から始めた事業 

イ 年100日、週２日、１日６時間程度、各学校に１名ずつ（計10校）配置 

ウ 学校図書館利用の活性化、読書活動の推進に努めている。   

(4) 今年度の事業実績について      

  ア ６月からは、ほぼ１か月に１回のペースで図書館イベントを実施 

  イ 定例行事として毎週水曜日、幼児・児童対象のおはなし会や、月に１度の乳幼児お

はなし会、月に１～２度のブックスタートを実施 

(5) 練馬区立図書館利用者アンケートについて（稲荷山図書館分）   

  ア 回答者の住まい 

・大泉１丁目と２丁目が多く、次いで土支田３、４丁目、和光市もほぼ同数 

・他市、他区、他県からも、昆虫資料を調べに遠くから来る方などが時折いる。 

  イ 回答者の年代 

・40代、次いで70代、60代と続き、30代と50代は同数だが、20代が極端に少ない。 

・20代や10代後期（ハイティーン世代）は図書館に来ても本は借りず、参考書持ち込

みで勉強をしに来る人が多いようで、あまりカウンター付近に寄らないため、アン

ケートの存在も知らぬまま帰ることが多いようだ。    

ウ １か月に図書館を利用する回数 

・月に２回が最も多く、１か月に１回が続いて多い。（他館も同じような傾向） 

  エ 貸出点数 

・１か月に本やＣＤを借りる冊数、点数は、10冊と５冊が多い。 

・貸出限度数が10冊、貸出期限が３週間のため、だいたい月に１～２回図書館に来館

して５～10冊前後を借りるというペースの方が多いようだ。 

・月に100冊借りている方が１名いて、驚きである。 

・毎日のように借りる方もいる。 

・ＣＤは、貸出限度数５点だが、限度枠いっぱい借りる方は少なく、１～２点ずつ借

りる方が多い。 

・ゼロ、あるいは無回答の方が多いのは、ＣＤ所蔵の存在を知らないというより、や
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はり図書館は本を借りるところと考えている方が、特に年配の方を中心に多いと推

測される。 

・ＣＤの予約者も今は増えていて、必ず同じジャンルで５枚ずつ借りる方もいる。 

オ 開館日、開館時間 

・大半の方が満足している。 

・「満足していない」と答えた方は、開館日数、開館時間を増やして欲しいと希望す

る方が多い。今のところいずれも具体的な変更の予定はないが、今後考えていく。 

カ 貸出点数 

・ほぼ大半の方が満足している。 

・４％の方が満足していない。   

・予約点数は「満足していない」が８％を超えている。 

・自由意見で、予約点数をもっと増やして欲しいという意見が多い。新刊の数を増や

して欲しい、予約したのに何か月も、酷い時には一年も待たされるという、恐らく

全国の図書館に共通する問題であるようだ。利用者ニーズに合わせていきたいが、

管理の面から現在の予約システムを変更することは難しい。 

キ 館内設備 

・「大変満足」と「満足」が７割強だが、「どちらともいえない」が２割弱と多い。 

・施設の古さを考慮しての意見と捉えることもできるが、そのような寛容な意見に甘

んじることなく、いつも利用者の方への配慮、使いやすさを念頭に置いていきたい。 

・バリアフリーについては、エレベーターがあることで不自由さを感じる方は少ない

と思われる。 

・施設が古いため、新しい施設と比べると、どうしても安全面で今ひとつの印象を与

えてしまうため、安全に施設を利用できるよう、危険な場所、狭い通路については、

改善するよう努めていく。      

  ク 設置機器 

・無回答が多く、機器の存在を知らない方も多いようだ。 

・ＯＰＡＣや自動貸出機、利用者ＰＣの利便性をアピールできるようにしたい。 

  ・機器については、やはり若い世代や子供の利用が多く、年配の方はカウンターでの

貸出や予約、問い合わせが多い傾向にある。  

  ケ 利用者から見た利用者マナー 

・「どちらともいえない」あるいは「無回答」の方が多く、日頃あまり意識していな

い方も多い。 

・自由意見にもあるが、本の予約者から、いつまで待っても本が借りられないという

苦情をいただくことがある。このような状況は、先に借りている方が延滞されてい

る場合が多いようだ。その場合は延滞者に督促連絡も行っているが、それでもなか

なか返却されないことがあり、予約者の方々に非常にご迷惑をおかけすることがあ

る。 

・本を汚したり濡らしたり無くしたりする場合もあるため、いかにして借りた資料を

大切に扱っていただくか、図書館員が知恵を絞って検討しあっていかなければいけ

ない課題だ。 
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  コ 所蔵資料 

   ・自由意見にも指摘が多いが、新刊が入るのが遅い、新刊が少ない、待たされ過ぎる

など、図書館に対して残念に感じる方が大変多い。図書館としても何とか改善した

い。 

   ・選書に関しては、いつも新鮮な目で、少しでも情報を多方面から取り入れて利用者

ニーズに応えられるようにし、ここに来れば興味深い本に出会えると、皆様に信頼

していただける資料環境づくりをしていきたい。 

   ・管理・保存状態については、６割強が「満足」しいるものの、「どちらともいえな

い」が２割と多い。図書館同様、本も古いのだろうと思われるが、実のところ本は

日々新刊出しや除籍を繰り返し、動かしている。 

   ・資料の保存・管理については常に厳しい目でチェックを行い、たとえ発行年月の古

いものであっても、できる限り清潔で読みやすい状態で提供できるようにしていき

たい。 

  サ「接遇」 

・図書館員として最も真摯な気持ちで意見を受けとるべき部分である。 

・「満足」している方が大半のようだが、今年度より稲荷山は指定管理館となり、メ

ンバーも変わったため、この「満足」の数値が落ちてしまうことのないよう、しっ

かり心して業務に当たっていきたい。 

・特にカウンター窓口は図書館の顔の部分なので、一人一人が常に責任感と緊張感を

持って、しかし利用する方々に対しては、いつも和やかに安心感と親しみを持って

いただけるように対応しなければならない。 

・本社でもマナー研修、接遇研修には力を入れているので、なるべく多くのスタッフ

に研修が受けられる機会をつくっていきたい。 

  シ 職員の説明について 

・ご案内や読書相談についても昨年度までは、ほぼ良い評価を得ている。この信頼を

失わないようにますます満足いただけるよう努力していきたい。 

・調べもの相談などを受けた場合は内容を記録し、記録したものは後日回覧を行い、

スタッフ全員で情報の共有を行っている。このレファレンス記録を長く続けていく

ことで、ある傾向が生じてくるので統計が取れる。そのデータを参考に、資料購入

や蔵書構築に大いに役立てていくことができる。 

・図書館という場所は、決して図書館員だけが独自に管理運営をしている場所ではな

く、いつも、利用者の皆様方との二人三脚で成り立っているのだと深く感じている。 

  ス 利用案内・書架案内表示 

・日々スタッフの中で、より分かりやすい案内表示を心がけ、あるいは探しにくい場

所や取り出しにくい場所にある本を、もっと適切な場所に移し変えるなどの作業に

当たっている。 

・利用案内については、先に紹介した稲荷山図書館の行事のお知らせを、積極的にホ

ームページなどを活用して案内している。本日お配りしている情報機関紙「情報発

信いなりやま」でも、行事の案内を毎月行っている。       
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(6) 質疑応答 

利用者  学校支援は何校に行っているのですか。     

図書館  小学校６校、中学校４校の計10校です。   

利用者  10人の支援員がいるのですか。   

図書館  ９人です。中学校は１人が２校を掛け持ちしています。 

利用者  １名だけ掛け持ちの理由があるのですか。      

図書館  支援員は準社員ですが、１名だけ常勤社員なので勤務時間の都合上、掛け持ちと 

なっています。    

利用者  区内の学校には支援員がいる学校といない学校があるようです。全校に置いた方 

が良いと思います。また、支援内容は先生が中心で、サポートしているのですか。 

図書館  学校図書館には、図書館で実施する学校支援モデル事業として、現在、小中学校

54校に学校図書館支援員を配置しています。今後も、学校図書館の支援方法につい

ては関係部署と検討を進めていきます。 

また、学校支援は学校が主体となって行っています。支援員は、館内にどのよ

うな本があるか把握し、授業に使う本の紹介や、他に選書のアドバイス、よみきか

せなどを行っています。 

利用者  図書館支援の人に聞いた話だと、廃棄の本が廊下の隅にあるようですが。 

図書館  除籍に関しても先生から相談を受ける事が多いので、サポートしています。 

利用者  先程話の中で、昆虫などを目当てに子供がよく来るということですが、きっちり

マナーを教えてほしいです。   

図書館  利用者アンケートでも子供がうるさい、騒いでいるといったご意見をいただきま

した。図書館内で走る、おしゃべりをする等見かけた時は注意をしています。今後

も、図書館見学や町探検で来館した際に、図書館の使い方について話していきます。                    

利用者  図書館見学に来るという話がありましたが、そういった親密な関係があるのす 

すか。      

図書館  図書館見学や町探検でいらした際に、パネルを使って図書館の紹介や使い方を 

お話ししています。    

利用者  稲荷山図書館ではありませんが、支援員によっては、ブックトークが得意であっ

たり、おはなし会が得意であったりと、得意なものを多く行っている方もいると聞

きます。あまりバラつきがあるのは良くないと思うのですが。 

図書館  稲荷山図書館では支援員のある程度の統一は必要だと思っています。１か月に１

回学校支援員会議を開いて情報交換をし、話し合いを行っています。  

利用者  会社で情報交換は行っているのですか。   

図書館  学校支援向けの読み聞かせ研修等参加するようにしています。今後もデータを広

く集め、今まで以上に専門的に育っていくようにと考えています。  

利用者  指定管理者館だと期間が有期なので継続性の面が心配です。ボランティアと指定

管理者館が事業を密に行うことが望ましいです。   

利用者 お話し会ボランティアの者です。指定管理者館になる時に引き継いでいるので、ス

トーリーテリングに関しては上手くいっています。           

図書館  今後もボランティアの方々と一緒に事業を行っていきたいと思っています。                       
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利用者  事業はポスターとちらしだけで集客できているのですか。   

図書館  他に図書館ホームページや、町会に配布している情報発信いなりやまに掲載して

います。 

利用者  情報発信いなりやまは良いですね。              

利用者  防災についての意識を高めて欲しいです。避難訓練はどのようにしていますか。 

図書館  年２回、消防訓練と防災訓練を行っています。 

利用者  レファレンスのカウントの仕方が各館まちまちになっているようです。統一すべ 

きだと思います。また、全館でレファレンスという言葉を使っての表示を是非お願

いしたいです。 

図書館  統一した基準を設けています。 

利用者  ベストセラー本がなかなか手元にこないという不満に対してですが、同一の本を

購入し過ぎると、ブームが去った時に需要が下がり、その本が余ってしまうので、

そこは利用者が我慢すべきではないかと思います。     

利用者  閉館時間の統一という意見もあるようですが、駅近の図書館と、駅から遠い稲荷 

山図書館は違うと思います。一律にしなくていいのではないでしょうか。 

図書館  ご意見承らせていただきます。    

 

４ 稲荷山図書館長あいさつ         

本日は貴重なご意見をありがとうございました。ぜひ参考にさせていただき、改善してい

きたいと思います。今後ともよろしくお願いします。長い時間ありがとうございました。 
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