
第 6期第 4回 神戸市立図書館協議会 議事次第 

日時：令和 2年 2月 13日（木）午後 2時～3時 30分 

場所：中央図書館 2号館 4階 研究室(1・2) 

 

１ 開会 

     中央図書館長着任挨拶 

 

２ 報告  

（１） 令和元年度の神戸市立図書館事業実績（4～12月）について 

（２） 「令和元年度図書館ご利用の皆様へのアンケート」速報値について 

（３） ブランチ神戸学園都市予約図書受取コーナーの開室について 

（４） 電子図書館の試行実施報告について 

（５） 令和 2年度の予算要求案について 

（６） 市長部局への移管について 

 

３ 協議 

（１） 図書館利用のアクセシビリティと読書バリアフリー法について 

     

４ その他 

 

５ 閉会 

 

 

 

《配付資料》 

資料１ 神戸市立図書館協議会第６期委員名簿 

資料２ 図書館協議会関係規程 

資料３ 令和元年度の神戸市立図書館事業実績（4～12月） 

資料４ 「令和元年度図書館ご利用の皆様へのアンケート」速報値について 

資料５ ブランチ神戸学園都市予約図書受取コーナーの開室について 

資料６   電子図書館の試行実施報告 

資料７ 令和 2年度の予算要求案 

資料８ 市長部局への移管について 

資料９ 図書館利用のアクセシビリティと読書バリアフリー法について 

参考資料  『「LLブック」進化中』（新聞記事） 

 



1-1 
 

神戸市立図書館協議会 第６期委員名簿 

委嘱期間：平成 30年９月 12日～令和 2年９月 11日   

 

※ ◎は会長 ○は副会長 

※ 順不同・敬称略 

 

                           

区  分 氏  名 役  職  等 

学校教育関係者 

山﨑 悦子 

（やまさき えつこ） 
神戸市小学校教育研究会図書館部部長 

（成徳小学校校長） 

河島 正和 

（かわしま まさかず） 
神戸市中学校教育研究会図書館部部長 

（長坂中学校校長） 

社会教育関係者・家庭

教育の向上に資する活

動を行う者 

○一居 明子 

（いちい あきこ） 
「夕やけ文庫」所属 

森田 祐子 

（もりた ゆうこ） 
神戸市婦人団体協議会理事 

桜間 裕章 

（さくらま ひろあき） 
神戸新聞社常勤監査役 

市民代表 

安福 絵梨 

（やすふく えり） 
ネットモニターより選考 

葛西 裕子 

（かっさい ゆうこ） 
ネットモニターより選考 

学識経験者 

齊藤 誠一 

（さいとう せいいち） 

神戸大学大学院 

人間発達環境学研究科准教授 

立田 慶裕 

（たつた よしひろ） 
神戸学院大学人文学部教授 

◎湯浅 俊彦 

（ゆあさ としひこ） 
追手門学院大学国際教養学部教授 

資料１ 
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図書館協議会関係規程 

 

○ 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号） 抜粋 

（図書館協議会）  

第十四条  公立図書館に図書館協議会を置くことができる。  

２  図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行

う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。  

 

第十五条  図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会

が任命する。  

 

第十六条  図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館

協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定め

なければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で

定める基準を参酌するものとする。 

 

○ 図書館法施行規則（昭和 25 年文部省令第 27 号） 抜粋 

（図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準） 

  第 12 条 法第十六条 の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命す

ることとする。  

 

○ 神戸市立図書館条例（昭和 25 年 10 月条例第 206 号） 抜粋 

（図書館協議会） 

第７条  法第 14 条第１項の規定に基づき、図書館に神戸市立図書館協議会（以下「協 

議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者その他教育委員会が適当であると認める者の中か

ら、教育委員会が委嘱する。 

３ 協議会は、10 人以内の委員で組織する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各号に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員

会規則で定める。 

 

○ 神戸市立図書館条例施行規則（平成 20 年３月教育委員会規則第９号）抜粋 

（協議会の会長及び副会長） 

第 23 条 条例第 7 条に規定する神戸市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に会

資料２ 
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長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、協議会の委員（以下「委員」という。）の互選により定める。 

３ 会長及び副会長の任期は、委員としての残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 会長は、協議会の議事その他の会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（協議会の会議） 

第 24 条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（関係職員の出席等） 

第 25 条 会長は、会議において関係職員の説明及び資料の提出を求めることができる。 

２ 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。 
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令和元年度の神戸市立図書館事業実績（4～12 月） 

令和 2 年 2 月 
令和元年度の取組項目と具体的取組及び評価項目 

図書館事業評価一覧 

令和元年度の目標と行動計画 

１ 資料の充実 

評

価

の

ポ

イ

ン

ト

と

取

組

事

例 

 

(1) 学習拠点としての資料の充実 

 ・学び直しに役立つ基本的な資料の分野ごと買直し検討（中央） 

今年度はリカレント教育の観点から資料の購入を行った。 

特に、英検や漢検、簿記検定等の一般的な資料だけでなく、特殊な知識や技術、資格に関する

検定資料等を購入している。   

      『認知症ケア指導管理士試験』（中央） 

      『わかりやすいエネルギー管理士熱分野合格テキスト』（中央） 

      『ウイスキー検定公式テキスト』（西） 

      『公式 TOEIC Listening & Reading 問題集』（三宮）など 

 ・参考図書の充実（中央） 

「労働六法」や「AI事典」等新しい分野や注目されている分野の参考資料の充実を図ってい

る。 

 ・オンラインデータベースの充実（北神）  

4/23開館と同時に「官報」「BOOK PLUS」「ルーラル電子図書館」の 3種を提供開始 

 

(2) 地域資料の充実 

今年度は、特に古本市等を利用し、郷土関係の貴重資料の収集を重点的に行った。 

  『改正神戸市地圗 』1924[大正 13年] 

  『有馬名勝圖』1906[明治 39年] 等 

また、秘書課収集資料の寄贈や他部局からの行政資料の寄贈も多く受け、中央館、地域館とも

資料の充実を図った。 

・各図書館の地域資料見直し 

今年度は阪神・淡路大震災から 25年目という節目の年であり、関連資料の新規購入や買替・

寄贈による収集を行った。 

  『神戸の慰霊碑を訪ねて：阪神淡路大震災から 25年を迎えて』 

  『心の傷を癒すということ（新増補版）』 

その他にも、地域の特色を生かした資料の収集を行った。 

  『パ酒ポート』（東灘） 

  『North Kobe Guide』（北神） 

  『ここらへんを散歩する～長田、新開地の喫茶店とか』（兵庫） 

・各区まちづくり課との連絡強化 

まちづくり課作成の『North Kobe Guide』には北神図書館について、『ぶらり散策マップ：

兵庫区・JR兵庫駅界隈』には兵庫図書館について掲載された。 

須磨区作成の絵本『すまぼうとにっこりごあいさつ』を含め、区等の作成資料については、

作成区に限らず多くの図書館で閲覧ができるよう資料収集に努めた。 

区作成の資料だけでなく、まちづくり課を通じて、区内の大学等のイベントチラシの入手・

配布にも努めた。（東灘） 

   

(3) ユニバーサルデザインに配慮した資料収集 

・LLブック等の積極的収集  

  新規購入数（R1.12.31 現在） 

LLブック：約 60冊（新刊が少ないため） 

大活字：約 220冊 

資料３ 
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２ 学習機会の提供（児童向けは、６子供サービスの項へ） 

評

価

の

ポ

イ

ン

ト

と

取

組

事

例 

(1) 仕事や地域活動に役立つ情報・機会の提供 

 ・講座、講演会、展示、その他イベントの実施 

  「展示『神戸市大水害 写真とスケッチの記録～貴重資料デジタルアーカイブズ～』」（中央） 

7/2～7/15 

  「展示『認知症について知りたいことが、いっぱいあります。』」（中央）9/18～9/29 

  「認知症予防展示」（北神・西）9月 

「データベースセミナー」（三宮）4/10 1人・5/15 1人・7/17 1人・11/20 1人 

  「障害者が地域で暮らすこと＠図書館 vol.2」（兵庫）12/6 5人  

自立生活センターリングリング連携 

    昨年に続き 2回目を開催。障害を持って生まれた人が地域で普通に暮らすことの意味、意義を

当事者自身が語るトークセッション。今回は聴覚障害にスポットを当て、簡単な手話ゲームも

交えながら聴覚障害者の視点、日常に触れた。  

   

(2) 生活の質を高める情報・機会の提供 

・講座、講演会、展示、その他イベントの実施 

   「生け花展示」（北神）6月～ ブックラウンジにて、北神区民センター生け花講座生徒による生

け花とその生徒おすすめ本のポップも随時掲示。 

   「鈴蘭台でのひととき 地域と防災について思う」（北）6/23 イベントでブックリスト配布 

                             6/22～6/30 館内で関連図書展示 

  「雨庭ワークショップ 第 4弾「雨と緑とアニメ」」（西）6/29 30人  

アニメ作品のなかの雨のシーンを考察、雨の風景と雨の日の過ごし方について考える 

ワークショップに、関連資料展示とブックリスト配布で参加 

神戸市立工業高等専門学校都市工学科・総合運動公園 

    「管理栄養士さんに教わる発酵食品健康講座」（北・北神）8/25 12人 

    【健康について考える機会になり勉強になった。参考図書のリストがとてもよかった。】 

  「資料展示『月の光に誘（いざな）われ』」（須磨）10/16～11/10 

   アラビアンナイトをモチーフにした装飾で、ファンタジーの物語や世界観の本を展示。 

【本の装丁がきれいな本など見栄えを重視し、普段あまり借りられない本も手に取っていただ

けた。】 

  「大人の楽しい朗読」（新長田）10/26 37人 

「大人の一日図書館員」（灘）11/2 4人 

      製本や分類の説明・予約図書探し・OPAC 体験・図書のコーティング体験を行った。 

【特にコーティング体験が人気で、またやりたい、コーティングだけの講習もあれば参加した

いとのお声をいただいた。】 

   「大人の工作教室『万華鏡』」（東灘）11/3 8人 

  「北欧伝統装飾ヒンメリづくりに挑戦！」（新長田）11/4 7人 

     【工作の難易度がやや高い分、満足度も高かったようで、こういった機会があればまた参加し

たいというお声をいただいた。】 

  「トールペイントの世界」（灘）11/4 5人 

  「大人のためのストーリーテリング」（北神）11/6 46人 

  「北神で 川柳よんで 笑おうね」（北神） 

11/1～11/30 川柳コンクール作品募集 応募人数 26人 83句 

12/3～12/20 川柳コンクール人気投票 投票者数 1113人 

「KOBE 1970-80s作品展」（三宮）11/25～12/8 もふもふ堂（神戸市在住イラスト画家） 

1970～80年代の三宮・元町の風景のイラストを勤労会館 1階ギャラリーに展示 

「だれでもできる！ ストレッチ講座」（新長田）12/11 8人 

   Shimizu 整骨院 院長と図書館スタッフによるストレッチ講座、ミニブックトーク。 
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３ 関係機関との協働 （２からの抜き出し） 

評

価

の

ポ

イ

ン

ト

と

取

組

事

例 

(1) 行政機関との連携  

・保健福祉局 

 「食育月間関連展示」（須磨）6月 

「自殺予防週間関連展示」（全館）9月 

「展示『認知症について知りたいことが、いっぱいあります。』」（中央）9月 （再掲） 

・各区まちづくり課 

 「垂水マスターズゼミ（垂水）10～12月 垂水区役所、垂水社会福祉協議会等 

 「輝け★須磨オヤジ塾『第 5回図書館の使い方』」（須磨）12/12 16人 

                     須磨区役所、須磨区社会福祉協議会等 

   図書館の便利な使い方について(電子図書館等)と、ワークショップ『一箱図書館長』。 

テーマを決めて選書を行い、小さな箱図書館を作る。その後 12/28まで館内で展示。 

・文化財課 

  →６ 子供サービスの項へ 

・産業振興センター 

  「『神戸セレクション』講演会 そして、挑戦は続く－神戸・100年企業の物語－」（中央） 

12/7 37人 神戸市産業振興財団 

神戸市産業振興財団の事業「神戸セレクション」で認定された商品の企業 2社（神戸で 100

年以上の歴史を持つ、菓子製造の㈱亀井堂總本店とマッチ製造の㈱ナカムラ）を招いての講

演会。 

【神戸が好きな方、企業経営に関心のある方が参加された様子だった。「亀井堂さんと 

神戸の関わりを聞くことができて楽しかった」「神戸がマッチの町とは知らなかった」 

「災害用のマッチ、とても良いアイディア」】 

  ・文化ホール、KIITOなど 

 「展示『神戸ジャズデイ 2019』」（中央）H31.3/29～4/7 神戸市民文化振興財団 

    パネル・ポスターの展示、チラシ配布、関連図書展示 

 「展示『“KOBE”を語る GHQと神戸のまち』」（中央）8/14～8/31  

   デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）で平成 30年度に開催された展示の一部を

巡回展示 

 「inseparable『変半身（かわりみ）』プレトークイベント村田沙耶香×松井周」（中央） 

9/14 67人 神戸市民文化振興財団 

12月に文化ホールで開催の演劇作品原案者と演出家によるトークイベント 

  【若い人の参加が多かった。「有名な小説家や演出家の話を聞くことは初めて」「こじん 

まりしたスペースだったので、距離感が近く良かった」】 

・日本政策金融公庫 

   （開催予定・中央）ビジネス講演会 2/29、資料展示 2/1～2/29 

   

(2) 学校園との連携 →６ 子供サービスの項へ 

 

(3) 大学との連携 

  

・神戸大学等、地元大学との連携イベントの開催 

 「星空の世界を広げよう」（灘）8/16 23人 神戸大学天文研究会共催イベント 

 「資料展示『和×夏』」（須磨）8/20～9/19 神戸女子大学ビブリオ部との共催  

おすすめの本と本の紹介 POPの展示 

・大学が実施する地域貢献事業への支援 

「KITサイエンスカフェ」（新長田）6/2 17人、「KITまちコラボ」（新長田）8/20 10人 

神戸常磐大学、子育て総合支援施設 KITとの共催。図書館は各回テーマに関するブックトー

クとブックリスト配布、団体貸出で参加 

・実習やインターンシップの受け入れ 

 「実習」      （中央）同志社大学 8/20～8/24 3人 
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 「インターンシップ」（中央）大手前大学 8/6～8/10 1人 

           （中央）神戸女子大学 8/15～8/17 2人 

（須磨）神戸女子大学 8/6～8/10 1人・8/14，8/16～8/18 2人 

（垂水）県下の大学（垂水区役所経由） 8/21 4人 

(4) 企業との連携  

 

・ビジネス支援講座の実施（中央、三宮） 

 （開催予定・中央）ビジネス講演会 2/29 （再掲） 

 

・神戸セレクション関連イベントでの地元企業との連携（中央） （再掲） 

「『神戸セレクション』講演会 そして、挑戦は続く－神戸・100年企業の物語－」 

12/7 37人 神戸市産業振興財団 

・出版社・書店との連携イベント（中央） 

     講演会「本を届ける vol.2『読まなきゃ！100年先も本はある？』」11/9 50人 

    昨年度から開始した書店や出版界との連携で行う企画「本を届ける」の第 2 弾。昨年度の講師

である神戸新聞社松岡健氏と、神戸ゆかりの作家福田和代氏との対談形式での講演会。 

    【対談形式が聞きやすかった。今後もこのような本に係る企画をと望む声があった。】 

・その他 

 「楽天技術研究所サマーインターン 2019」（中央）9/10～9/16 

楽天でのインターンシップ学生による実証実験。来館者と“本との新しい出会い”を促すた

め、読書の秋におすすめする本の「ジャケットや見どころポイント」を一覧して紹介するデ

ジタルサイネージシステムを 1階ロビーに設置。 

 

(5) 地域団体・NPOとの連携  

・既存の関係団体との連携継続（KFC、神戸アーカイブ写真館等） 

 「気軽に落語会」（灘）3回 50人 楽喜（ラッキー）落語研究会連携 

 「パネル展示 レトロ KOBEフォトマップ展」7/2～10/6（東灘・灘・三宮・新長田・須磨・ 

垂水・西）神戸アーカイブ写真館連携 

 

「ミャンマーの皆さんの夏休み図書館見学会『夏休み読書の会 -pre-』」（新長田）7/27 14人  

NPO神戸定住外国人支援センター（KFC）連携  

図書館の利用案内(LL版利用案内・「としょかんのつかいかた」紙芝居を使用）、大型絵本

の読み聞かせ、図書館カード作成、自由閲覧 

【ミャンマー語での挨拶に嬉しそうにこたえてくれ、利用案内や絵本をとても興味を持って聞

いてくれた。子供達からは自主的な発言も多く、和やかな雰囲気ながら活気ある時間となっ

た。】 

      「夏休み読書の会～ミンガラーバー ミャンマー～」（新長田）8/20・8/27 11人  

NPO神戸定住外国人支援センター（KFC）連携 

     7/27図書館見学に参加の子供達に対して、読み聞かせ、工作会、図書館クイズラリーを実施 

    【子供達は図書館に来るのを本当に楽しみにしていたと、支援員の方から聞いた。】 

  

・連携先と相互に利用 PR 

 「KOBE須磨きらくえん「青空市」参加（須磨）6/2 61人 KOBE須磨きらくえん連携 

「太田治子氏講演会」（新長田）10/13 69人 於：細田地域福祉センター ふたば学舎連携 

【参加者からお喜びの声や再演のご要望など反応を多くいただいた。】 

「障害者が地域で暮らすこと＠図書館 vol.2」（兵庫）12/6 5人 （再掲） 

自立生活センターリングリング連携 
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４ 新たなサービスや機器 

評

価

の

ポ

イ

ン

ト

と

取

組

事

例 

（1）図書館サービス網の拡充整備 

   ・駅周辺の返却ポスト利用 PR  

     9月に、JR灘駅、JR・山陽電鉄垂水駅、市営地下鉄名谷駅に設置の返却ポストに、市所属のク

リエイティブデザイナーによる、動植物を配したデザインの装飾ラッピングを施した。 

・垂水区北部の予約図書受取コーナー設置 

    ブランチ神戸学園都市予約図書受取コーナーは 8月 16日のオープン以降、順調に利用が伸びて

いる。12月度の 1日あたりの貸出冊数は、予約図書受取コーナーの中ではベスト 2であった。 

 

（2）快適便利な高機能機器の導入 

・書籍消毒器の設置（北神） 

4/23開館と同時に設置、供用開始 

・公衆無線 LAN の設置（北神） 

4/23開館と同時に設置、供用開始 

 

（3）ICT技術を活用したサービスと情報提供 

  ・電子図書館サービスの検討 

    令和 2年 4月末まで試行実施中である電子図書館について、サービス内容の検討・提供事業者

の選定を行い、令和 2年度中の本格実施を目指し作業中。 

・HPや SNS、デジタルサイネージでの情報発信 

  図書館 HPや Facebook で、行事の案内や報告などを引き続き発信中。1月より、中央、兵庫、

北神図書館では、モバイルバッテリーシェアリングサービスのデジタルサイネージ機能を活用

し、館内行事等の PRを始めた。 

 

５ 利用しにくい市民への環境整備 

評

価

の

ポ

イ

ン

ト

と

取

組

事

例 

（1）ユニバーサルデザインに配慮したサービスの提供 

・対面朗読（中央、東灘、新長田）の PR 

対面朗読サービスの案内ポスターを館内に掲示、ホームページの案内内容リニューアル 

・郵送貸出（中央）の PR 

    郵送貸出サービスの案内ポスターを館内に掲示、ホームページの案内内容リニューアル 

  

・高齢者福祉施設等への出前おはなし会 

  「ふくろうの会×図書館 高齢者向けおはなし会」（新長田）9/22 60人 

細田地域福祉センターにて、ボランティアグループ「ふくろうの会」と協力し、高齢者に向けて

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び歌等を行った。 

 

（2）ユニバーサルデザインに配慮した利用しやすい環境の整備 

・利用案内改定 子供用多言語版の改定作業中 

・HPの障害者サービスページ作成 11/1掲出 

・音声読み上げ機能付き拡大読書機の設置（北神図書館） 4/23開館と同時に設置、供用開始 

 

（3）図書館を利用していない市民層への働きかけ 

・利用促進をはかる館内外での利用講座、「出前トーク」の実施 

 「みんなおいでよ！Baby & Kids フェス in東灘図書館」（東灘）5/24 109 人・5/25 185人 

 「図書館べんりガイド」（須磨）10/20 68人 

 「LOVE LOVE LIBRARY～西図書館講座～」（西）10/31 9人・11/7 7人 

 「出前トーク：図書館貴重資料に見る“こうべ”」（中央）4/24 97人・7/4 55人 

 「出前トーク：子供の発達と読書」（中央）5/8 5人 

   

・ママフレや長田区アプリ等メディアへの情報提供  

  「ためまっぷ中央」「ためまっぷ長田」「ナガイク」への情報提供 
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６ 子供サービスの充実と学校図書館支援 

評

価

の 

ポ

イ

ン

ト

と

取

組

事

例 

（1）生涯にわたって読書を楽しむ習慣を育てるための読書環境の整備 

・資料収集と計画的な買替え 

  児童書新規購入数（4月～12月）：中央 2,820冊（含 BM）・地域図書館 10,929冊  

・乳幼児と保護者向けサービス  

  「だっこでおはなし」（中央・三宮・兵庫・北・須磨・垂水・西） 

児童館、地域子育て応援プラザ等に出向いて、乳幼児と保護者を対象に絵本の読み聞かせや紹

介を行うプログラム。 

「ほのぼのひろば」（新長田）月 1回  

地域子育て応援プラザ長田と図書館スタッフによる絵本の読み聞かせ、手遊び歌、育児相談 

「ちいさなお話会『おもちゃ to絵本 魔法の子育て』」（兵庫）5/6 14人 

                         共催：MomLabo（講師：竹下あきこ氏） 

「みんなおいでよ！Baby & Kids フェス in東灘図書館」 5/24 109人・5/25 185 人（再掲） 

【男性による読み聞かせが新鮮で良かった。香りのイベントでは母もリラックスでき嬉しかっ

た。電子図書館早速申し込みます。】 

   「子育て情報紙」（各区子育て応援プラザ発行）におすすめ絵本を紹介（中央・西） 

 

・館内外での子供と本をつなぐイベント  

 ＜こどもの読書週間行事＞ ※期間中、ほか多数行事開催 

  「岡田淳氏講演会 ぼくはこうして物語作家になった」 於：婦人会館 5/11 185人 

  「本のおたのしみ袋」（新長田、西）4～5月 

 「母の日工作会」（北）5/12 12人    

      

＜夏休み・読書週間・その他イベント＞ 

「あすてっぷ KOBE（市民参画推進局）情報ライブラリーでの『おはなし会』」（中央）年 3回 

「神戸キワニス文庫英語のおはなし会」（中央） 年 3回 

   カネディアン・アカデミイ高校生による英語のおはなし会。キワニスクラブとの共催。 

「工作会『けろけろキュービックボールをつくろう』」（兵庫）6/13 12人 

    絵本作家、桐隆一さんによるワークショップ 

【桐さんから好きなキャラクターを作品に描いてもらい、とても喜ばれていた。】 

「絵本アブナイシリーズ原画展」（三宮）8月 絵本作家山本孝氏の原画を勤労会館 1階に展示 

「リアルサイズ古生物図鑑パネル展示」（須磨）8月 

「リアルサイズ古生物 古生代編」(技術評論社）のパネル 11枚の展示 

 「交通局イベント 夏休みおもちゃ箱列車」絵本貸出（中央）8月 100冊  

「ゆるっと歴史おはなし会」（兵庫）8/2 13人  

おやこ三国志 PROJECTによる三国志に関連する歴史・文化のお話やクイズと人形劇 

   「公民館サマースクール 図書館バックヤードツアー」（中央）8/21 38人 

   「クイズラリー 図書館キャラクターを探せ！」（垂水）10/20～11/9 99人 

    【図書館キャラクターを知ってもらう良いきっかけとなった。相談しながら探している子もお

り児童コーナーの配置を知る手助けになった。記念品のしおりも喜んでいただけた。】 

  「おはなしプレゼント in きてきてふれあいパーク」（北）10/25 190人 

     北区役所 5階で行われた子育て支援事業イベントに参加。 

  「第 8回しんながたくにづか ローカル＆ワールドフェスティバル（絵本の読み聞かせ・ブック 

リスト配布・うろおぼ絵コーナー）」（新長田）11/24 148人 

「ネズミ café in 新開地冬まつり」（兵庫）12/8 50人 於：神戸アートビレッジセンター 

     ネズミが登場する絵本 150冊の展示、紙芝居の読み聞かせ、なりきり工作コーナーがある 

フリースペース 

「こべっこランド（社会福祉協議会）クリスマスおはなし会『おはなしわーるど』」 

（中央）12/21  

 「こべっこランド（社会福祉協議会）イベント『ぬいぐるみの大冒険』」 

リーフレットに絵本紹介を掲載（中央）12月 
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・小・中学生への調べ学習・宿題支援（調べ学習講座・イベント、パスファインダー作成等） 

   「出前調べ学習講座」（垂水）7月 垂水小、霞ヶ丘小、高丸小 

     テーマの決め方、図書館での本の探し方・調べ方、事典の使い方、記録方法などについ 

て、夏休み前に出前授業を行う。 

  「夏休み調べ学習『カルタで遊ぼう！地域を知ろう！』」（北）7/27 5人 於：内田家住宅 

「夏休み親子新聞教室」（垂水）8/4 12人 （須磨）8/8 23人 （西）8/10 12人 

「自由研究相談室『神戸の遺跡相談室』」（西）8/9 10人 於：神戸市立埋蔵文化財センター 

【バックヤード見学が面白かった。色々な保管方法を知ることができ楽しかった。】 

 「夏休みふしぎ新聞を作ろう」（中央）8/22 4人 

 「読書感想文講座」（東灘・灘・西）7・8月 

 【最初は参加者のほとんどが「作文が苦手」と言っていたが、全ての参加者が配布したプリン

トをきちんと埋められており、読書で感じたことを記す楽しみを体感してもらえた。 

（東灘「もっと本が好きになる！読書感想文教室」）8/4 28人）】 

「調べ学習『ロボットプログラミングに挑戦』」（北神）11/4 23人 

 講師：地元パソコンスクール「あすか」 

    【動作をプログラムするのは難しかったが達成感が大きかった。子供達が工夫しながらプログ

ラミングをしている姿が楽しそうだった。】 

「ロボットプログラミングワークショップ『ロボット「こくり」をうごかしてみよう』」 

  （垂水）12/8 10人 

「パスファインダー改訂 『職業』『天気』『豆』」（兵庫・北・北神） 

「パスファインダー作成 『遊び』」（兵庫・北・北神）11月 

「パスファインダー作成 『港・船』」（東灘・灘・三宮・新長田・須磨・垂水・西）11月 

・ＹＡコーナーの充実を中心とした青少年層への読書推進  

  「YAかわらばん」（須磨）月１回更新 

須磨区民センター内に、YA世代を図書館へといざなうミニ掲示を掲出。テーマを決めたイラス

トの募集など、中高生の参加も募っている 

   「イチオシ！～中高生読書交流会」（北）8/23 8人 

「あなたの『推し本』教えてください～POPコンテスト 2019～」（北）11/15～11/30 

 トライやる生徒作成の POPを中心におすすめ本の POPを募集し、来館者に投票してもらう 

  POP参加人数：中学生 8人 コンテスト投票人数：16人 

・学校と連携した中高生参加のイベント  

 「中学校図書係生徒のつどい」（中央）7/29 136人 

   各校図書委員による情報交流およびビブリオバトル大会、中央図書館見学 

 「トライやるウィーク参加中学生によるおすすめ POPと本の展示」（須磨）6/11～7/7 

「橘タウンミーティング」（兵庫）12/11 45人 於：神戸市立神港橘高等学校 

    神港橘高校 2年生を対象に地元兵庫区・神戸市の多様な分野で活躍する地域の人（個人・団

体・企業問わず）＝達人として、その活動内容を直接聞くことで生徒たちの地域への関心を

高め、神戸を支える「人財」育成に繋げる取り組み 

 

（2）学校園との連携 

  ・団体貸出による資料提供 

   「テーマ本集め」（全館） 貸出回数：410回（※2019.12現在） 

   「総合学習用図書」の貸出（中央） 貸出回数：193回（予定） 

  ・幼稚園巡回図書の実施（中央） 

   利用数：市立 34園、私立 15園（各 120冊） 

   過去の巡回図書の譲渡会：7/24・7/26 市立 24園参加、541冊譲渡 

・学校図書係と連携した研修など、学校司書支援 

  学校司書研修会での講師（中央）：4回（新規採用者 1回、経験者 3回）参加人数：148人 

  学校司書ブロック別研修会（於：学校図書館）への参加：市立図書館員 10人 

・教員･学校司書への新刊紹介等、情報提供（中央） 

  小学校図書館部の教員および学校司書へ児童書を紹介 
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  年 2回、紹介点数：260冊、参加人数：117人 

・小学校出前ブックトーク「本へのとびら」（兵庫・北・北神・新長田・垂水・西） 

・高校出前授業「絵本の読み聞かせの講義・実践」 

  県立夢野台高校（兵庫） 県立友が丘高校（須磨） 神戸第一高等学校（中央 2月予定） 

 

（3）子供の読書活動推進に関わるボランティア等との連携や支援 

・読み聞かせ等活動に役立つ講座の開催や新刊本等の情報提供 

ボランティアスキルアップ講座（中央） 

 1.講演会「少年少女の家とオズボーン・コレクションのおはなし」10/9 93人 

2.「おはなし会のプログラムを作ろう 2回講座」1/24・1/31 48人（24人×2） 

3.児童書近刊紹介「2019年のこどもの本」2/13 約 30人 

4.読書ボランティア交流会 2/27（予定）  

・ボランティア団体との連携企画 

  夏休み特別おはなし会（中央）7/23 75人 こうべ子ども文庫連絡会との共催 

・ボランティア交流会の開催 

  「ボランティア報告・交流会」（西）6/10 15人 

「朗読ボランティア交流会」（垂水）7/16 7人 

 

 



　令和元年度図書館ご利用の皆様へのアンケート（満足度調査）速報値について 

（１）令和元年度市民満足度調査

【調査日】令和元年11月27日（水）

【調査対象】神戸市立図書館の入館者（中学生以上）

【調査方法】市内各図書館の入口でアンケート票を配布・回収

<参考>平成30年12月2日（日）（平成30年度調査）

速報値 配布数 回収数 回収率(％) 配布数 回収数 回収率(％)

中央 828 648 78.3% 中央 933 697 74.7%

東灘 803 580 72.2% 東灘 1,018 680 66.8%

灘 756 639 84.5% 灘 909 736 81.0%

三宮 789 602 76.3% 三宮 653 427 65.4%

兵庫 513 401 78.2% 兵庫 433 386 89.1%

北 313 253 80.8% 北 435 311 71.5%

北神 740 551 74.5% 北神 519 423 81.5%

新長田 316 290 91.8% 新長田 379 338 89.2%

須磨 288 285 99.0% 須磨 400 339 84.8%

垂水 765 604 79.0% 垂水 693 546 78.8%

西 871 729 83.7% 西 955 719 75.3%

合計 6,982 5,582 79.9% 合計 7,327 5,602 76.5%

（２）調査結果

①属性

性別 男性 女性 年齢 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上

46.7% 48.9% 4.0% 2.8% 7.9% 14.6% 14.0% 23.5% 32.3%

住所(全館) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

12.6% 10.7% 7.5% 8.0% 14.7% 6.0% 8.0% 12.1% 13.8%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.4% 1.3% 0.1% 0.4% 1.1% 0.2% 0.0% 0.0% 1.0% 0.7%

住所(中央) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

3.4% 2.9% 20.7% 30.6% 8.6% 7.3% 10.8% 4.0% 4.9%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.5% 1.1% 0.3% 0.2% 1.7% 0.3% 0.3% 0.0% 1.4% 0.3%

住所(東灘) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

90.7% 1.9% 0.9% 0.5% 0.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.5%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.9% 0.9% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.0%

住所(灘) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

13.3% 77.5% 2.7% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.5% 0.3%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.3% 0.6% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.1%

住所(三宮) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

8.6% 9.5% 40.2% 3.5% 7.0% 1.7% 7.1% 3.8% 4.2%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

1.5% 2.2% 0.3% 0.5% 2.2% 0.0% 0.0% 0.2% 4.2% 2.3%

資料４
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住所(兵庫) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

2.0% 1.0% 3.2% 51.6% 1.7% 17.7% 5.2% 8.5% 2.2%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.5%

住所(北) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 95.3% 0.0% 0.0% 0.4% 1.2%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

住所(北神) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

0.2% 0.5% 0.5% 0.0% 83.7% 0.2% 0.5% 0.5% 0.5%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.0% 7.6% 0.4% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.7%

住所(新長田) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

0.3% 0.3% 0.3% 4.1% 1.4% 61.4% 17.2% 5.9% 5.2%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.7%

住所(須磨) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

0.7% 0.7% 0.7% 0.4% 0.0% 7.7% 81.8% 3.5% 2.5%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%

住所(垂水) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.7% 1.3% 90.1% 0.7%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2%

住所(西) 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区

0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.1% 1.8% 2.1% 91.9%

芦屋市 西宮市 宝塚市 三田市 三木市 稲美町 明石市 淡路市 その他県内 兵庫県外

0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

職業
会社員

・公務員
自営

アルバイト

・パート
家事専業 学生 無職 その他

19.9% 4.0% 16.2% 15.5% 5.3% 31.7% 6.1%

来館目的 予約受取
探して

借りる
返却 閲覧 調べ物 その他

15.8% 23.4% 20.4% 15.5% 4.3% 7.1%

来館頻度 ほぼ毎日
2～3日

に1回
週1回 2週に1回 月に1回 年に数回 初めて

6.4% 14.5% 27.2% 30.5% 13.0% 5.9% 1.5%

滞在時間 15分未満
15分から

30分未満

30分から

1時間未満

1時間から

3時間
3時間以上

15.7% 33.1% 32.0% 14.2% 3.2%

利用SNS Facebook Twitter instagram LINE その他
利用しない

・知らない

11.0% 11.3% 12.4% 44.3% 1.9% 36.1%
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令和元年度 図書館ご利用の皆様へのアンケート 
いつもご利用いただきありがとうございます。お手数ですが、今後のサービス向上に役立てるため、ご協力をお願いいたします。  

【 あなたご自身についてお聞かせください 】 (あてはまる選択肢に○をつけてください) 

Ｑ１．①男性 ②女性 

Ｑ２．①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 歳以上 

Ｑ３．お住まいは ①東灘区 ②灘区  ③中央区 ④兵庫区 ⑤北区  ⑥長田区 ⑦須磨区 

 ⑧垂水区 ⑨西区  ⑩芦屋市 ⑪西宮市 ⑫宝塚市 ⑬三田市 ⑭明石市 

 ⑮三木市 ⑯稲美町 ⑰淡路市 ⑱その他/兵庫県内  ⑲兵庫県外 

Ｑ４．主に従事していること(お仕事)は 

 ①会社員・公務員 ②自営  ③アルバイト・パート ④家事専業 ⑤学生 ⑥無職 ⑦その他 

Ｑ５．本日は、どのような目的で来館されましたか。主なものを一つお選びください。 

 ①予約本(雑誌)の受取りのため ②読みたいものを探して借りるため ③本(雑誌)の返却のため 

 ④本や雑誌･新聞を読むため  ⑤調べ物をするため  ⑥その他(                ) 

Ｑ６．どれくらいの頻度で図書館にこられますか。 

   ①ほぼ毎日 ②2～3 日に 1 回 ③週 1 回 ④2 週に 1 回    ⑤月に 1 回 ⑥年に数回 ⑦初めて 

Ｑ７．図書館には、どのくらいの時間滞在されることが多いですか。一つお選びください。 

  ①15 分未満 ②15 分から 30 分未満  ③30 分から 1 時間未満  ④1 時間から 3 時間未満  ⑤3 時間以上 

Ｑ８．SNS※の利用についてお尋ねします。よく使われる（ご覧になる）SNS 等は何ですか？ 

アカウントの有無に関わらずお答えください。（複数回答可） 

①Facebook  ②Twitter  ③Instagram   ④LINE   ⑤その他（         ） 

⑥SNS は利用していない・SNS を知らない 

※SNS とは、ソーシャルネットワーキングサービスの略称で、登録した利用者同士の交流ができる Web サイトの会員制サービスです。 

【 図書館サービスについておたずねします】 （４段階評価で、あてはまる数字に○をつけてください ） 

 (質問について「よく知らない」とお感じの場合は、「わからない、知らない」に○をつけてください) 

Ｑ９.   この図書館には、読みたい本がある 

Ｑ１０. この図書館は、目的の本・雑誌を探しやすい 

Ｑ１１. この図書館は、調べ物に役立つ 

Ｑ１２. この図書館の展示や行事は、興味や関心を引く 

Ｑ１３. この図書館の職員の応接態度は、親切・丁寧である 

Ｑ１４. この図書館の職員の説明は、わかりやすい 

Ｑ１５. この図書館の職員は、本のことや地域のことを 

よく知っている 

 Ｑ１６. 図書館は役に立ちましたか 

       総合的に見て図書館を利用した成果はありましたか 

【図書館へのご意見をお書きください】  
 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。お帰りの際に回収箱へお入れください。 

   満足 やや満足 やや不満 不満  

   4       3       2       1    わからない･知らない 

     4       3       2       1     わからない･知らない 

     4       3       2       1     わからない･知らない 

  ４    ３      ２      １    知らな

い 

 

 

 

 

     4       3       2       1   わからない･知らない 

     4       3       2       1  

     4       3       2       1   わからない･知らない 

     4       3       2       1     わからない･知らない 

  ４    ３      ２      １    知らな

い 

 

 

 

     4       3       2       1     わからない･知らない 

  ４    ３      ２      １    知らな

い 

 

 

 

 4～1 に○をつけて 
ください 
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ブランチ神戸学園都市予約図書受取コーナーの利用状況について  

■開室日：令和元年 8月 16日（金） 

■所在地：神戸市垂水区小束山手 2-2-1 「BRANCH神戸学園都市」1階 

■開室日（週 5日）： 火・木・金曜 10時～15時（祝・休日も同様） 

土曜・日曜 12時～17時（祝・休日も同様） 

■利用状況 

 開
室
日
数
（
日
） 

貸
出
人
数
（
人
） 

貸
出
冊
数
（
冊
） 

返
却
冊
数
（
冊
） 

8月 12 142 456 680 

9月 21 508 1,539 1,746 

10月 21 690 1,958 2,323 

11月 22 808 2,364 2,626 

12月 19 773 2,219 2,398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考（北須磨文化センターとの比較） 12 月の貸出冊数 

 
開室日数（日） 開室日時 貸出冊数（冊） 1 日あたり貸出冊数（冊） 

北須磨 

文化センター 
25 

月～土曜     ：10 時～19 時 

日曜・祝日・休日： 9 時～17 時 
3,077 123 

ブランチ神戸

学園都市 
19 

火・木・金曜    ：10 時～15 時 

土曜・日曜     ：12 時～17 時 
2,219 117 

 

資料５ 

142 

508 

690 
808 773

456 

1,539 

1,958 

2,364 
2,219 

680 

1,746 

2,323 

2,626 

2,398 

8月 9月 10月 11月 12月

貸出人数（人） 貸出冊数（冊） 返却冊数（冊）
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電子図書館の試行実施報告（令和 2年 1月現在） 

 

１．事業概要 

神戸市と楽天株式会社は電子図書館サービス「Rakuten OverDrive」の提供に関する協定を締

結し、平成 30 年 6 月 22 日に電子図書館を初めて導入した。自宅に居ながら電子図書館が利用

できるという利便性向上と小学校の英語教科化に向けて家庭で英語に親しんでいただくことを

目的に、2年間の試行として実施した。 

 

２．電子図書館のコンテンツ数（令和 2年 1月現在） 

総コンテンツ数は 14,005 冊であるが、無料の青空文庫 11,196 冊を除くと 2,809 冊が有料コ

ンテンツで、その内日本語書籍は 1,910冊、洋書は 899 冊である。 

 

３．電子図書館の利用状況（平成 30年 6月～令和２年 1月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料６  
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４．電子図書館の回転数 

揃えたコンテンツに対してどれだけ借りられているか、全コンテンツの回転数を出すと、3.2

回（44,556/14,005）だが、青空文庫 11,196冊を除くと日本語書籍 18.9 回（36,052/1,910）、洋

書 7.3 回（6,532/899）と非常に高い。これは、貸出・返却に手間がかからない電子図書館の利

便性を示している。 

ジャンル別の冊数と貸出冊数から回転数をみると、最も回転数が多いのは大人向け実用書で

あり（991 冊、20,545 冊貸出、20.73 回）、次に多いのは大人向け小説・エッセイである（539冊、

10,907 冊貸出、20.24 回）。英語の児童向け絵本や読み物回転数は、大人向け小説・エッセイな

どには及ばないものの一定の利用があり（650 冊、5,619 冊貸出、8.64 回）、英語に親しんでい

ただくため読上げ機能の付いた洋書を導入した目的は果たせたと考えられる。 

 

５．今後の取り組み 

 令和 2 年 4月末で試行実施は終了する。現在、サービス内容の検討、提供事業者の選定等の準

備作業中であり、令和 2度中に本格実施を開始する予定である。 
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令和 2年度の予算要求案 

① ◎（仮称）名谷図書館の開設 

名谷駅周辺の活性化策「名谷活性化プラン」の一環として、新たに（仮称）名

谷図書館を開設する。 

・場 所：大丸須磨店４階（市営地下鉄名谷駅，須磨パティオ商業施設内） 

・規 模：約 1,300 ㎡ 

・蔵書数：約7万冊 

・整 備：令和２年度（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ◎新垂水図書館の整備検討 

垂水駅周辺の活性化策「垂水活性化プラン」の一環として、現垂水図書館を移

転拡充し、新垂水図書館を整備するための基本設計を行う。 

・場 所：垂水駅東駅前広場のうち臨時駐車場部分 

・規 模：約1,500㎡（現 686㎡） 

・蔵書数：未定（現 約10万冊） 

・整 備：令和５年度頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７ 
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③ ○新西図書館の整備検討 

西神中央駅周辺の活性化策「西神中央活性化プラン」の一環として、新たに文

化・芸術ホールと一体的に整備する新西図書館に配置する図書を購入する。 

・場 所：西区美賀多台１丁目１番１ 

・規 模：約3,000㎡（現 703㎡） 

・蔵書数：約30万冊（現 約10万冊） 

・整 備：令和３年度頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 〇予約図書自動受取機の設置及び返却ポストの設置 

新三宮図書館の整備に向け、仮移転先での運営が数年にわたることから、利用

者の利便性を確保するため、先行して地下鉄海岸線三宮・花時計前駅前に予約図

書自動受取機を設置し運用を開始する。また、返却ポストを併設する。 

 

⑤ 〇電子図書館の実施 

  

⑥ 図書館改修 
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市長部局への移管について 

 

１ 市長の発言要旨 

〇市立小学校の教員間暴行・暴言問題に関して、令和元年 10月 24日開催の 

定例会見において、市長から、 

「総合教育会議（市長、教育委員会が出席）の議論が学校現場に共有される 

ことがガバナンスの確立には大切。」 

「教育委員会が担当する改革を、市長の権限で全面的にサポートしていく。」 

旨発言。 

  

〇市長の発言を踏まえた当面の主な対応として、 

・ 総合教育会議の開催頻度を高めるため、市長部局である企画調整局に

「教育行政支援課」を設置 

・ 教育委員会事務局に「改革特命担当課長」を配置し、市長部局から職員

を派遣 

・ 教育委員会事務局に外部人材の登用の検討を要請 

・ 教育委員会が教育現場の再生に集中できるよう負担軽減を進めるため、

社会教育部門の文化財、博物館、図書館の業務について、教育委員会か

ら市長部局に移管（令和 2年 4月をめど） 

 

２ 図書館業務の市長部局への移管 

 〇図書館条例及び規則並びに中央図書館が規定する各種要項等を改正 

・ 条例改正には議会の議決が必要 

・ 社会教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等関係法令に基

づき、市長部局への移管後も教育委員会が一定関与（市長が教育委員会

に意見を求める、教育委員会が意見を述べる等） 

 

 〇移管先の市長部局は現「市民参画推進局」を予定 

・ 現在、同局は、市民参画の推進、地域活動の支援、社会貢献活動の支援、

情報公開、市民相談、男女共同参画、勤労者福祉、消費者施策、芸術文

化の振興、文化施設の運営、レクリエーション事業の推進、生涯学習の

振興、スポーツの振興等を担当 

・ 今後、駅前再整備等まちづくりの中で図書館も一体となって整備を推進 
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図書館利用のアクセシビリティと読書バリアフリー法について 
（これまでの協議から抜粋） 

 

中途失明など疾病による身体的な障害や増加する在留外国人など、図書館の利用に障害が

あるケースは様々である。図書館利用が困難な方に対するアクセスフルな環境を作ってい

くというテーマを取り上げる。 

 

１．どのような利用者がいるか 

 肢体不自由、視覚障害、発達障害、ディスレクシア、日本語を母国語としない人、 

認知症患者、認知症患者を支える人、高齢者、小さな子供を持つ保護者 

 

 

２．認知症への図書館の取り組みの可能性 

  ・「認知症の人にやさしいまちづくり条例」と図書館ができること 

・図書館が楽しいと認知症の方に思ってもらうこと 

・高齢者と子供が関われるような、認知症の方がコミュニケーションを楽しめるよ

うなイベントの実施 

・おしゃべりしながら学ぶラーニングコモンズ的機能のある図書館、家や職場、学

校でもない居場所「サードプレイス」としての図書館 

・病気にならないように、予防のための場としての図書館 

・単なる読書センターとしての図書館ではなく特に医療系の情報について、もう少

し高度な情報サービスの場としての図書館 

 

 

３．目指すべきことと課題 

・認知症の人が利用しやすい図書などを用意すること 

・認知症を看ている人に、情報を提供していくこと 

・認知症に関する知識が得られる図書や資料を置くこと 

・今現在は認知症と無縁の人たちにも、認知症をどう考えるかを発信すること 

・認知症の人が来館されたときに適切なサービス、やさしいサービスができること 

・認知症の人が図書館で楽しめるような取り組みを図書館が提供すること 

・スペースやヒューマンパワー、経費などの課題 

・関係機関との連携、民間事業者との連携の必要性 

   ・認知症に特化するわけではなく、皆にとって心地よく過ごせる図書館へ 
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≪参考≫読書バリアフリー法（視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律）

の成立（令和元年 6月 28日公布・施行）  

 

〇目的（１条） 

視覚障害者等（＝視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍に付いて、 

視覚による表現の認識が困難な者）の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進。 

障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を

享受することができる社会の実現に寄与。 

〇基本理念（３条） 

アクセシブルな電子書籍等（デイジー図書・音声読上げ対応の電子書籍・オーディ

オブック等）が視覚障害者等の利便性の向上に著しく資することに鑑み、その普及

が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、アクセシブルな書

籍（点字図書・拡大図書等）が提供されること。 

アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上が図られること。 

視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮がなされること。 

〇国・地方公共団体の責務（４条・５条） 

国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施。 

地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施。 



 

 

 

 

省略 

（著作権の理由による） 

 

 

神戸新聞 2020年（令和 2年）1 月 25 日朝刊 『「LLブック」進化中』 

参考資料 


	議事次第
	資料1_図書館協議会第6期委員名簿(201904)
	資料2_図書館協議会関係規程等
	資料3_令和元年度の図書館事業実績（4-12月）
	資料4-1_令和元年度図書館ご利用の皆様へのアンケート（満足度調査）速報値について
	資料4-2_アンケート
	資料5_ブランチ神戸学園都市予約図書受取コーナーの利用状況について
	資料6_電子図書館の試行実施報告
	資料7_令和2年度の予算要求案
	資料8_市長部局への移管について
	資料9_図書館利用のアクセシビリティと読書バリアフリー法について
	参考資料_省略

