
発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。それでは、一般質問を行います。

市立図書館のあり方について、(1)本市の図書館行政の基本的考え方と現状について伺い

ます。

現在、図書館の電子化等、全国の図書館は 21 世紀型へ変容してきていると言われていま

す。一方で、本市において市政戦略会議が公の施設の経営効率化についてという諮問につ

いて答申をしています。その内容をあえて一言で言うならば、財政難の折、コスト削減のため

に図書館機能を縮小しようというものであります。いずれにせよ、図書館のあり方について、

どの自治体も模索しているところであるという印象を持っています。翻って本市の図書館はど

う変化していくのか。本市の図書館像について、図書館は市民の書斎として多様化、高度化

するニーズに対応し、さらに多くの市民に利用していただけるよう絶えず時代の変化を見据え、

成長し続ける図書館であり続けると言っていますが、どういうことなのか。本市の図書館行政

の基本的考え方と現状について伺います。

発言者：萩原 洋生涯学習部長

市立図書館のあり方について、本市の図書館行政の基本的考え方と現状についての御質

問にお答えします。

まず初めに、本市の図書館行政の基本的考え方についてでございます。近年、少子・高齢

化の急激な転換や雇用環境の変化、情報通信技術の目覚ましい進歩、地域コミュニティーの

機能の喪失など社会情勢の変化は著しく、これに伴い市民が抱える課題も拡大し、多様化し

ております。このような社会の中で、これからの図書館は住みよい地域社会の形成に寄与す

るとともに、子供たちがみずから学ぶ力を育み、市民が生活や仕事上で生じたさまざまな課

題を解決することができ、新しい技術を取り入れながら、生涯、いつでも、どこでも情報を得て

学び続けることができるよう支援をしていく必要があると思います。そこで、本市では、市民目

線で市民のための図書館運営に努め、誰もが情報を得て学ぶことができ、また、学習成果を

発揮できるよう環境を整備し、住みよい地域社会の形成を推進すること、さらには、地方自治

の基盤でございます市民の自立を支えることによりまして、本市の基本目標でございます「真

の豊かさを感じるまち」の実現に貢献してまいりたいと考えております。

次に、図書館行政の現状についてでございます。本市の図書館は、昭和 25 年９月に市立

市川小学校内の教室に設置されたことを初めとして、60 年を超える歴史を刻んでまいりまし

た。昭和35年５月には、八幡神社境内に独立した図書館を開館し、その後、自動車図書館に

よる巡回サービスや行徳、信篤、南行徳の各図書館、そして平田図書室の整備を経て、平成

６年には市民の念願でございました中央図書館が生涯学習センター内に設置されました。こ

の間、幅広い資料の収集と提供、そして市民の調査、相談を支援するレファレンスサービス



の質的向上に努め、地域の図書館をバックアップするとともに、子ども読書活動の推進、学校

とのネットワーク事業の実施、情報技術の活用等々、市川市の図書館サービスは飛躍的に

発展してまいりました。そして平成21年４月に指定管理者制度を導入し、ＪＲ市川駅に直結す

る再開発ビル内に市川駅南口図書館を開設いたしました。また、このほかにも小学校内に設

置されています市民図書室や公民館図書室、男女共同参画センター、情報プラザなど市の

機関との連携、千葉商科大学や和洋女子大学などの私立大学の図書館との相互利用や相

互貸借、さらにはイオンやベルクスといった民間業者にも御協力をいただきながら、返却ポス

トを市内 12 カ所に設置するなど、市民の利便性の向上に努めているところでございます。ま

た、配達料は御負担いただきますが、シルバー人材センターによる宅配サービスも実施して

おります。このように、市内全域で図書館サービスを展開できるようにネットワークの拡充に

努め、一方で、時代の変化を見据えたサービスの展開にも力を注いでまいりました。今ではイ

ンターネットでの予約が可能となり、近くのサービスポイントとして、先ほど申しました市民図

書室を初めとした関連施設で本の受け取りが可能となっております。また、市川駅南口図書

館ではＩＣタグによります蔵書管理システムを取り入れ、貸し出しのセルフ化などの効率化や、

本の点検を行うための休館日を減らすなど、市民の利便性の向上にもつなげております。さ

らに、デジタル化につきましても、新聞記事や百科事典などオンライン商用データベースの導

入を行っておりまして、今後、地域資料を保存し、次世代に託すことができるようデジタルアー

カイブの構築を現在検討しているところでございます。

本市の図書館のその他の特徴といたしましては、中央図書館におきましては、市民との協

働の仕組みを積極的に取り入れております。実例を申し上げますと、ボランティアとの協働と

して、平成６年の中央図書館開館時に市川図書館友の会が発足しておりますが、当時といた

しましては、図書館の業務全般にわたって市民の協力を得るボランティア活動は、全国的に

見ましても斬新なものでございました。今ではリサイクルブック市の共催並びに夏の学生ボラ

ンティアの受け入れや指導にも御協力をいただいており、また、ことし友の会結成 20 年目を

迎えるに当たりまして、中央図書館設立 20 周年のイベントへの後援もいただいているところ

でございます。

発言者：中村義雄議員

市川市の図書館行政、全国的に見ても、今の段階で言えば本当にすばらしい図書館である

ということはよくわかっているつもりであります。

それでは、次に(2)の市政戦略会議の答申に対する市の見解について伺ってまいります。

市民には、この答申を見て、今後廃館されてしまうんじゃないかと不安になっているような方

もいらっしゃいます。本市は当該答申をどのように受けとめ、対応しようとしているのでしょう

か。当該会議での議論はどのようになされたのでしょうか。答申の中で「ＩＣＴの普及や進化に

より、これまで人の手で行われてきたレファレンスや書籍の管理等については、大幅な削減



が期待できる部分である。今後も、高いコスト意識を持って、多様な雇用形態の活用や省力

化など、より効率的な経営に臨むべきである」とありますが、レファレンスの管理等について、

「大幅な削減が期待できる」、これは何を意味しているのでしょうか。また、図書館の現場調査、

研究について、どのように行われたのか伺います。

発言者：岡本博美企画部長

私から市政戦略会議の提言に対する市の見解について、何点かの御質問にお答えいたし

ます。

市政戦略会議での審議に当たり、図書館に関しましては、事前に中央図書館と行徳図書館

を視察し、実際の貸し出し状況や館内スペースの活用状況などについて担当職員から説明

を受け、その後の審議の足がかりといたしました。また、施設別行政コスト計算書や資産老朽

化比率など、議題に沿った資料をもとに事務局から説明をしたほか、事業概要やこれまでの

取り組み内容などについても説明を行い、議論のたたき台としたものでございます。そして、

実際の審議では、レファレンスサービスに関しまして、必要な情報資料の提供や図書検索、

そして図書の探し方の指導や援助を行うサービスのうち、読みたい本が所蔵されているかと

いった、いわゆる検索サービスとして利用されるケースについての審議が行われ、これにつ

いては、検索端末の充実や公共スペースへの配備拡大など、ＩＣＴを積極的に活用することに

よって、さらなる効率化を図り、コスト削減につなげていくよう提言されたものでございます。ま

た、提言に対する本市の対応につきましては、収入増加策やコスト削減策など、経営効率化

に関する提言がなされておりますが、今後の施設運営の方向性の１つとして受けとめ、また、

今後の社会状況の変化等を見据えながら、所管の部署を中心に、そのあり方について検討

を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。今の御答弁の中で、いわゆるレファレンスサービスについては、いろいろなサ

ービスがありますけれども、その中で、いわゆる検索サービスについての利用についてのみ

というか、それに特化して審議を行われている、また、図書館についても中央図書館と行徳図

書館を視察した程度であるというようなお話でありました。また、方向性につきまして、提言に

対する市の対応については、今後の施設運営の方向の１つとして受けとめているということで、

これについてはよく認識をいたしました。１点付言するのであれば、いわゆる検索のみのサー

ビスという部分でいうと、レファレンスといいますか図書館の重要なサービスとして、インター

ネット等と決定的な違いがあるという指摘があります。それは、図書館が知識の全分野を対



象に収集、蓄積し、体系的に整理し、明確な方針のもとに位置づけ、それを取り出す仕組み

を確立している点だ、この仕組みに介在する図書館員の存在は大きい、知識の構造をよく理

解して、利用者が読みたい、知りたいことに適切な回答を与えることができるからだということ

で、単純な検索システムだけでははかれないということを指摘しておきたいというふうに思い

ます。

では、再質問を行いますけれども、それでは、次に市政戦略会議の答申に対しての市の見

解について教育委員会に伺いたいと思います。

発言者：萩原 洋生涯学習部長

市政戦略会議の提言に対する主な対応につきまして、図書館を所管する私から、少し長く

なりますが、現時点の考え方を答えさせていただきます。

市政戦略会議の答申を見ますと、本市の図書館に対しましては、市民が望む図書などを貸

し出すことを主なサービスに据えて市民満足度の向上を図ってきており、そのことについては

一定の成果が出ているものと考えるとの評価をいただいておりますが、今回の諮問は、公の

施設の経営効率化でございますので、この観点から、収入増加策、コスト削減策、便益向上

策などにつきまして幾つかの提言をいただいております。そこで、初めに提言の１つ目でござ

います図書館機能の集約と貸し出しネットワークの充実化についての考え方でございます。

インターネットで利用者みずからが図書館の蔵書を検索し、予約することによって、指定した

図書を図書館まで出向くことなく借り出すことができる予約図書受け取りサービスは、本市に

おきましても、ＪＲ本八幡駅南口前の情報プラザの窓口で実施しております。これは、情報機

器やＩＴネットワークを活用して情報やデータを管理活用できる技能を身につけている利用者

が、自己責任のもとで図書を検索し、指定した図書を駅に近い施設で受け取ることができる

都市型の図書館の利用方法でございまして、このような拠点の整備も重要であるものと考え

ております。一方、本市がこれまで取り組んでまいりました市民の身近なところで手にとれる

本があって自由に利用ができる、そしてレファレンス機能などを充実させ、その場にない本や

知りたい情報などについて相談ができ、また、適切な本を取り寄せることができる、さらには、

情報検索技術が不得意な方や児童生徒、小さな子供がいらっしゃる親、そして障害のある方

など行動範囲が広くない市民の方々にも配慮した図書館整備も、やはり重要なことだと考え

ております。このようなことから、図書館機能のあり方と貸し出しネットワークの充実ということ

につきましては、改めてさらなる検討をしてまいりたいと考えております。

次に、収入増加策でございます。中央図書館を併設する生涯学習センターには、附帯施設

としてカフェテラスぴっころ、そして飲料用の自動販売機、地下駐車場がございます。カフェテ

ラスぴっころは社会福祉法人いちばん星が当センターの１階で営業している喫茶室でござい

まして、図書館で借りた本をここで読んでいる利用者の姿も見受けられます。この喫茶室は

知的障害のある方々が働いておりまして、障害者の就労支援といった側面もございますので、



喫茶室の営業で使用される電気、ガス、水道料金及び下水道料金につきましては、市の使用

料収入として徴収させていただいておりますが、土地使用料につきましては、市川市使用料

条例４条の規定に基づき免除となっております。次に、飲料用自動販売機でございますが、

当センター内には８台の販売機が設置されておりまして、行政財産の使用許可につきまして

は、管財課が一括して許可をしております。この電気料につきましては、使用量に応じて市の

使用料収入として歳入されておりまして、売り上げにつきましては管財課の雑収入となってお

ります。また、地下駐車場につきましては、駐車場使用料として市に歳入されております。以

上のように附帯施設による収入につきましては、現在も適切に収入を図っておりますが、今

後とも適切な収入増加策を検討してまいります。

なお、附帯施設による収入のほかに販売や広告などによります収入として、既に実施してい

るものと現在検討しているものとがございます。既に実施しているものといたしましては、市の

刊行物の販売がございます。本市の図書館は、年間延べ 80 万人を超える市民が図書などを

借り出し、延べ 187万人余りが訪れる施設でございます。そこで、ただ単に収入をふやすため

だけではなく、来館される方に、さらに郷土市川に関する情報を知っていただくことも狙いの１

つといたしまして、市が発行する刊行物に図書館司書が広告や紹介をつけることで効果的に

宣伝するなどして、市の刊行物を積極的に販売しております。また、リサイクルブック市で賛

助寄附金を募ることも実施しておりまして、このことにつきましては、引き続き継続してまいり

ます。一方、現在検討しているものといたしましては、図書館で借りた本を入れるバッグや文

房具などの図書館窓口でよく尋ねられる商品を新たに商品開発して、民業の圧迫とならない

範囲内で販売することや、図書館で定期的に購入している雑誌のカバーに広告を掲載するこ

とで、その定期刊行物に係る経費を負担していただき資料費の軽減を図るといった雑誌スポ

ンサー制度の導入などがございます。

次に、コスト削減策についてでございます。ＩＣＴの普及や進化により、これまで人の手で行

われてきた業務の大幅な削減が期待できるとの提言がございましたが、本市におきましては、

市内各図書館とサービスポイントをオンラインで結び、平成 12 年と全国的にも早い時期から

インターネット上での図書館の蔵書の検索を可能としております。また、平成 15 年にはコンピ

ューターと電話を連動させたＣＴＩ技術を国内で初めて図書館業務に応用し、督促や予約の連

絡の機械化を実現するなど、ＩＣＴを活用した業務改善やサービス向上に取り組んでおります。

しかしながら、御指摘にもありますように、ＩＣＴも年々進化しておりますことから、革新的な業

務改善手法の導入や新たな技術への移行などにつきましては、今後も取り組んでいくべき課

題であると考えております。なお、この新たな技術への移行の１つといたしまして、従来のバ

ーコードによる蔵書管理から、ＩＣタグによる蔵書管理への移行を現在進めているところでござ

います。

次に、資料費の有効活用についてでございます。本市の図書館では、市川市立図書館の

設置及び管理に関する条例施行規則第２条第１項及び市川市中央図書館の管理に関する

規則第２条の２第１項に基づきまして、平成 21 年３月に市川市立図書館の蔵書の構築に関



する指針を定め、この指針に基づき資料の収集、保存などを行っております。こうした基準に

よりまして、新規に購入する図書などにつきましては、分野ごとに、レベルごとに精査して購

入する中で蔵書の構築を進めてまいりました。予約が集中する資料などの複本の購入につき

ましては、上限を設定して購入冊数の抑制を図っております。また、他の市町村や県立、国

立の図書館、そして大学図書館との連携などを行うことによりまして、多種多様な資料の要求、

レファレンスなどに対する環境を整備しております。加えて、近年のデジタル資料の普及など、

図書館で扱う媒体や情報源の多様化を踏まえまして、例えば法令集など高額な加除式の資

料につきましては、これにかえてオンラインデータサービスを積極的に導入するなどの方策を

通じて、資料費の有効活用を図っております。今後もサービスの低下を招かないよう、いかに

運営の効率化を図っていくか、市民や図書館の利用者、議会、ボランティアの方々のお知恵

をおかりしながら検討をしてまいりたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。答申についての対応といいますか、るる説明がありました。全体としてサービ

ス水準を維持しつつ運営の効率化を図っていく、対応していくというようなことだったと思いま

す。では、さらに質問してまいりますけれども、今の答弁の中でいろいろありましたが、図書館

機能の縮小と貸し出しネットワークの充実化について、この図書館機能のあり方と貸し出しネ

ットワークの充実ということについて、さらなる検討をしてまいりますということでありましたが、

現状の方向性の維持だというふうに受け取れるところであります。例えばレファレンス機能の

充実化について、この機能を充実させるというのは何を意味するのでしょうか。

また、収入増加策について、答申では、「全く新しい観点から創設する『魅力ある知的情報

提供施設』を展開して有償化するなど」としています。６図書館全てとは言いません。中央とか

市川駅南口図書館等については違うと思いますが、例えば武雄市の図書館のように知的集

客施設、市民の居心地のよい居場所づくりのコンセプトで検討する価値はあると思いますが、

見解を伺います。

次に、コスト削減について、ＩＣタグの設置について、いつまでに設置完了するのか、範囲は

どこまでか、具体的なスケジュールについて伺います。

そして、図書館機能の集約と貸し出しネットワークの充実化とコスト削減についてあわせて

考えれば、貸し出しに特化するシステムの導入も考えられると思います。例えば台湾の無人

図書館などがあり、研究すべきであると考えますが、見解を伺います

また、ベストセラー本等の貸し本屋という今の図書館の批判がある中で、新刊本については

レファレンスの１分野として、司書が市内の書店の在庫を調べて紹介するという取り組みをし

ている図書館もあります。経済効果を含め合理的と考えますが、見解を伺います。

以上、よろしくお願いします。



発言者：萩原 洋生涯学習部長

幾つかの御質問にお答えいたします。

まず初めに、レファレンス機能を充実させるということは何を意味するのかとの御質問だと

思います。レファレンス機能の充実ということにつきましては、平成 24 年に著作権法が改正さ

れ、国立国会図書館がデジタル化した明治期の蔵書をインターネットを通じて地域の公立図

書館でも閲覧可能とする図書館向けデジタル化資料送信サービスが本年より開始されたとこ

ろでございます。こうしたウエブの公的情報を整理集約し、また、市川ならではの郷土の資料

を中心とした電子化や、デジタル情報源としてのデータベースの推進をしていくことと、また、

これまでの対面式の相談受け付けや紙媒体による資料提供との両立を進めていくことにより

まして、情報検索技術が得意である人と不得意である人とを問わず、多くの市民の皆様が気

軽に生活や課題解決に役立つ知識や情報を得ることができる、いわゆるハイブリッド図書館

としての性格を持つようなレファレンス機能を充実させていきたいと考えております。

次に、佐賀県武雄市の図書館のように知的集客施設、市民の居心地のよい居場所づくりの

コンセプトでという御質問についてでございます。図書館法第 17 条では、「公立図書館は、入

館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」と規定されて

おります。このことから、公立図書館では、資料の貸し出しなどに知的情報の利用に付随する

著作権の許諾と著作権料などの料金の支払いが発生しないこととなっております。そこで、図

書館法に基づく無償の図書サービスとは別の魅力ある知的情報提供施設を有償で展開する

とのことでございますが、例えば図書館を民間に移管することなどの方策は、まさしく全国に

先駆けたユニークな取り組みにはなるものと思いますが、その後の運営に関しては市の関与

から離れてしまいますので、提言にございました都市間競争下における本市の位置づけを飛

躍的に押し上げるものになるのかどうかにつきましては、慎重に検討していく必要があるもの

と考えております。例えば武雄市の例は、図書館法に抵触しない中での民間事業者とのコラ

ボレーションの実現という意味では、１つの考え方といたしましては、それぞれの魅力が融合

して集客増につながることで、お互いウイン・ウインの関係が構築されるということがございま

す。しかしながら、地域的な環境にいる効果ということもございます。それが果たして市川のよ

うな都市部で展開していけるのかといった課題もございます。また、非営利事業と営利事業

が融合することにより、将来的に見て、こうした事業コンセプトを安定して継続していけるのか

といった懸念もございます。このようなことから、現在の本市の図書館をしのぐような魅力のあ

る知的情報提供施設として展開することにつきましては、今後、市民や図書館の利用者、ボ

ランティアや議会の方々のお知恵をおかりしながら検討してまいりたいと考えております。

次に、３点目のＩＣタグについての御質問でございます。先ほども申しましたとおり、本市の

図書館では、従来のバーコードによる蔵書管理からＩＣタグによる蔵書管理への移行を進めて

いるところでございます。具体的には、平成 21 年４月に開館いたしました市川駅南口図書館



におきましてＩＣタグを導入し、貸し出し返却業務における効率化や自動貸し出し機の導入に

よるセルフサービス化などを図っておりまして、本年４月には行徳図書館におきましても新規

購入図書へのＩＣタグの貼付を開始しております。今後もＩＣタグが持つポテンシャルを活用で

きるように、早期に整備を進めることで効率的な運営を図ってまいりたいと考えております。

４点目の台湾の無人図書館についてでございます。図書館に職員を配置せず、入退室から

図書の貸し出し、返却に至るまでの手続をＩＣタグを使って一元管理する無人図書館の実証

実験は神奈川県秦野市で始まっております。人件費がかからず、24 時間開館も可能といった

ことなどのメリットも考えられますが、防犯上の理由などから、私どもで調べた範囲では、秦野

市での実証実験以外は、日本の図書館ではこの制度をまだ導入していないようでございます。

私どもといたしましては、まず、貸し出しのセルフ化ということにつきまして検討してまいりたい

と思います。

５点目、最後に新刊本に対する経済的効果を含めた合理的な考え方についてでございます。

ウエブサイトに幾つかのオンライン書店のリンクを張ることによりまして、利用者がインターネ

ットで蔵書の検索をし、このリンク先で図書などを購入した場合には、利益の一定部分が市に

得られるという仕組みを取り入れている市がございます。そこで、今後こういったことなども調

査、検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。いろいろと答弁ありがとうございました。

では、次に行きます。今後の方向性についてどのように考えているのでしょうか。

市内図書館といいましても、中央図書館から、いわゆる市民図書室まで、本当に規模を含

めていろいろ違いがあります。それも一緒くたにして論じていくのには無理があるかなという

ふうに考えております。本市の図書館政策として、例えば経営等の視点も入れた中長期的に

そのあり方を検討する機関のような、そういう設置が必要であるというふうに考えますが、見

解を伺います。

発言者：萩原 洋生涯学習部長

今後の方向性についての御質問ということでお答えいたします。

まず、今後の方向性でございますが、本市の図書館運営に当たりましては、時代や社会情

勢の変化、住民ニーズの多様化といったことを踏まえまして、今回の市政戦略会議からの提

言を分析、精査し、すぐ実施できるもの、検討を要するもの、ほかの方策で実施できるものな

どに分類整理し、今後の図書館運営を推進してまいりたいと思います。



次の御質問の中長期的な機関の設置でございますが、このことにつきましては、公立図書

館は図書館法に基づきまして地方公共団体が設置する図書館でございまして、図書館の事

務事業につきましては、地方自治法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律、社会教

育法などの規定に基づきまして、教育委員会が執行することとなっております。現在、図書館

運営の計画は図書館の事務を担っております中央図書館が立案し、実行することとしており

ますが、事業計画、事業実施、事業成果、そして事業評価を一連の取り組みと考え、ｅ－モニ

ターやパブリックコメントなど市民の意見を聴取し、第三者評価を取り入れながら、社会教育

委員会議、教育委員会会議において、委員の皆様から御意見を伺い、図書館政策に反映さ

せているところでございます。また、市全体に係ることであれば、必要に応じて市長部局の関

係部署との間で協議、調整を図るといった体制もとっております。このようなことから、図書館

機能の充実、経営の効率化、中長期的な視点での企画立案、そして施策の点検評価といっ

たことにつきましては、現在の組織、仕組みで対応できているものと考えておりますけれども、

今後も市民の意見の尊重、第三者の意見の積極的な聴取、社会教育委員会議や教育委員

会会議、また、本市議会での御指摘、御意見をいただきながら、それを踏まえまして運営に反

映してまいりたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。この件につきましては、また次回、触れていきたいというふうに思っておりま

す。

では、さらに質問を教育長にさせていただきたいと思いますが、ただいま生涯学習部長から

答弁をいただきました。ＩＣＴの導入や多様な雇用形態の活用等については、市政戦略会議で

提案した内容と方向を同じくした施策もあり、さらに民間委託など既に取り組んでいる事業も

あるということでありました。そうしたことも含めて、さらに整理して検討していくことであります

が、教育委員会として、この市政戦略会議の答申を踏まえて、次期長期計画や今後策定予

定の市川市立図書館運営基本計画にどのように取り組んでいかれるのか、また、今後の方

向性ということで、将来の図書館像というものをどのように描かれているのか伺います。

発言者：田中庸惠教育長

それでは、私のほうから御答弁をさせていただきたいと思います。

初めに、市政戦略会議の答申につきましては、速やかに着手すべき内容と、それから調査

検討を加えて時間をかけて行っていくべき事柄がございますことから、教育委員会といたしま

しては、市立図書館のあり方について、提言内容をいま１度整理、検討して、次期の中期計



画、あるいは図書館運営基本計画に反映をさせていきたいと、そのように思っているところで

ございます。

それから、続いて図書館像でございますけれども、これは市政戦略会議の提言を踏まえま

して考えますと、１つは、やはり図書館サービスの向上に向けて現行の図書館ネットワークの

整備充実に努めていかなければならない、それが挙げられるかと思います。それから、２点

目は、やはり図書館運営に当たって、先ほど申しました中期計画、あるいは運営基本計画に

基づきまして、ＰＤＣＡサイクルに基づいた事業の点検評価を行うことを通しまして、さらなる図

書館運営の充実、改善を図っていかなければならないと、そのように受けとめているところで

もございます。そして、３点目は、やはりレファレンスサービスの充実、そして利用者の皆さん

の目線に立った使いやすい図書館の環境整備に努めていくことが求められてくるのではない

かと、そのように受けとめているところでございます。

したがいまして、今後は教育委員会といたしまして、教育委員会という枠を超えて、市長部

局、関係団体、あるいはボランティア団体と連携、協議を図りまして、そして多くの利用者の皆

さんに図書館の役割、あるいは機能について積極的に啓発を図るとともに、さらなる市民サ

ービスの維持向上に努めてまいりたい、かように考えている次第でございます。

以上です。

発言者：中村義雄議員

教育長、どうもありがとうございました。これからの市川市の図書館につきまして、図書館像

を語っていただきました。インドの図書館学者の言葉に、図書館は成長する有機体であると

いうような言葉もあります。これから本当に市川市の図書館が全国に誇れるような図書館に

なっていけるよう、私どもも一緒に取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。

では、次に学力向上策について伺いたいと思いますが、ちょっと議長に若干変更をお願いし

たいと思います。２と３の順序を入れかえていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

１、平成 26 年度全国学力・学習状況調査の結果についてということで、先順位者への答弁

で 10 月下旬に公表するということでありますので、国全体としては公表されておりますので、

その傾向性と、過去の本市の結果と分析について、ここは端的にお願いいたします。

発言者：山元幸惠学校教育部長

全国学力・学習状況調査に関する御質問にお答えいたします。

ただいまお話がありましたように、国全体としての結果と分析は既に公表されております。

それによりますと、まず、学力に関しましては、平均正答率の低い都道府県と全国平均の差

が小さくなり、学力の底上げが進展しております。また、学校での指導と学力の関係では、学



習規律の維持徹底に努めている学校、本やインターネットなどを使った資料の調べ学習に重

点を置いている学校、発展的な学習の指導や言語活動の充実、総合的な学習の時間に意欲

的に取り組んでいる学校は学力が高い傾向が見られました。さらに、児童生徒の生活習慣や

学習習慣と学力の関係では、朝食を毎日食べる、毎日同じぐらいの時間に寝る等の生活習

慣が確立されている児童生徒、家庭学習の習慣が身についている児童生徒、携帯電話やス

マートフォンの使用時間が短い児童生徒は学力が高い傾向となっております。

次に、市川市の学力の状況でございますが、昨年、平成25年度に実施いたしました全国学

力・学習状況調査につきましては、国語Ａ・Ｂ、Ａは主に知識、Ｂは主に活用に関する問題で

ございます。算数、数学Ａ・Ｂの平均正答率が全て全国の平均正答率を上回っております。ま

た、市川市が独自に小学校５年生と中学校２年生を対象に実施いたしました国語、算数・数

学の学力・学習状況調査の平成 25 年度の結果につきましては、小学校５年生の算数がわず

かに全国平均正答率に届きませんでしたが、ほかは全て全国の平均正答率を上回っており

ます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ありがとうございます。傾向としては向上してきているのかなと思います。10 月の公表を期

待して待っていきたいと思います。

では、次に(3)のＩＣＴの活用状況及びケーブルテレビを活用した学びの機会の提供について

伺いますが、ケーブルテレビ関連については、事前のやりとりでよく理解いたしましたので、こ

れはこれで結構であります。

さて、ＩＣＴの活用について、パソコンやＩＣＴ機器、学習支援システムを授業のどのような場

面で活用しているのか伺います。

発言者：山元幸惠学校教育部長

ＩＣＴの学校での活用状況についてお答えいたします。

初めに、市内小中特別支援学校におけるＩＣＴ環境でございますが、平成 25 年３月にパソコ

ンの機器更新を行うとともに、児童生徒の学力向上に資するため、電子黒板機能つきプロジ

ェクターと書画カメラ、学習支援システムを導入しております。その活用状況でございますが、

平成 25 年度末に教員に対して実施いたしました調査によりますと、パソコンやＩＣＴ機器、学

習支援システムを授業のどのような場面で活用したかの問いに、「学習課題や資料の提示に

活用」したが 45％、「児童生徒の発表」が 27％、「学習のまとめや復習」は 21％という結果を

得ております。また、授業でパソコンやＩＣＴ機器を活用しての授業により、児童生徒の興味関



心が高まるかとの問いに、「大変そう思う」が 35％、「そう思う」が 62％、児童生徒の知識、理

解が深まるかの問いに、「大変そう思う」が 24％、「そう思う」が 68％との結果が出ており、学

力向上を図る上でＩＣＴが有効であるとの認識を教員が持っていることを確認しております。さ

らに、文部科学省が実施しております教員のＩＣＴ活用指導力調査結果におきましても、本市

は教材研究、指導の準備、評価など、ＩＣＴを活用する能力、授業中にＩＣＴを活用して指導す

る能力、情報モラルなどを指導する能力等ともに向上しており、全国平均に近づいております。

これは平成 25 年３月、ＩＣＴ環境の整備を行い、その後、各種研修に取り組んできた成果と考

えております。これを受けまして、今年度の教員の授業中にＩＣＴを活用して指導する能力の

達成目標といたしましては、全国平均値である 69.4％を超える 70％と設定しております。また、

平成 25 年３月より導入いたしました学習支援システムの活用頻度、昨年度の１人当たりの年

間活用回数でございますが、小学校では 73.6 回、週 2.1 回、中学校では 126.2 回、週 3.6 回

の活用状況でした。そこで、この活用頻度達成目標につきましては、本年度は小学校で１人

当たり年間 90 回、週 2.5 回、中学校では１人当たり年間 140 回、週４回に設定しております。

この目標に一歩でも近づけるよう、教職員に対し引き続きＩＣＴ機器の基本操作のほか、実験

的、実践的な授業での活用事例の紹介、実際にＩＣＴ機器の操作をした模擬授業の実践など、

実践的な研修を実施してまいります。

教育委員会といたしましては、教員のＩＣＴ活用指導能力のレベルアップを図り、ＩＣＴ機器を

活用したわかる授業の実践を推進することで、学力向上につなげてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。ＩＣＴについて、本市においても今一生懸命取り組んでいるというようなことで

あるというふうに思います。ただ、文科省が実施している教員のＩＣＴ活用指導力調査結果で

は、全国平均より下であるという資料もいただいておりますので、今年度の達成目標を全国

平均より上に設定しているということですから、本当に頑張っていただきたいというふうに思い

ます。この学習支援システムにつきましては、いわゆる無料塾といいますか、校内塾・まなび

くらぶとともに、私としては学力向上の車の両輪のようなふうにも位置づけております。ぜひ

両方とも最大に機能するように取り組みをお願いしたいというふうに思います。

次に、子どもの貧困対策推進法についてなんですけれども、本来でありましたら、この考え

方について、制度の中身も含めて御説明いただきたいところでありますけれども、過去に同

僚議員からも質問があることですから、ここは大変恐れ入りますが、教育長から、これらに対

しまして教育委員会の取り組みについてのお考えを伺いたいと思います。



発言者：田中庸惠教育長

それでは、私のほうから御答弁をさせていただきたいと思います。

経済状況を初め、子供たちを取り巻く教育環境というのは、子供たちの人格形成、あるいは

将来の進路にも大きな影響を与えてくるというふうに思います。そこで、子供の将来が、その

生まれ育った環境に左右されることのないように、教育委員会としても、今後も必要な環境整

備、それから教育の機会均等に努め、市川の子供たちが豊かな自己実現を図れるように努

めてまいりたいと、かように考えている次第でございます。よろしくお願いいたします。

以上です。

発言者：中村義雄議員

教育長、大変にありがとうございました。子供の貧困対策につきまして、ぜひ教育委員会と

しましても、引き続きさらに取り組んでいただきたいことをお願いして、この項目については終

わりたいというふうに思います。

続きまして、在宅医療の推進について伺ってまいります。(1)本市の在宅医療の現状及び課

題について伺います。

我が市におきましては、いわゆる在宅医療については、実はもう既に取り組んでいるという

ことは承知しております。さらに、この推進というものが地域包括ケアシステムの構築には大

変重要であるというふうに考えております。そこで、本市の在宅医療の現状と課題について伺

いたいと思います。

発言者：松丸成男保健スポーツ部長

在宅医療の現状と課題についてお答えいたします。

在宅医療とは、通院することが困難な方に対して、生活の場である自宅に医師が訪問し、

医療を提供することでございます。国におきましても、できる限り住みなれた家庭や地域で療

養することができるように、在宅医療を推進しております。国が実施した各種調査によります

と、自宅での療養を望んでいる方は多く、高齢になっても、あるいは病気になっても自分らし

い生活を支える在宅医療は大変重要なものと考えられております。本市の取り組みでござい

ますが、介護保険制度導入前の平成４年度から２年間、医師会と連携して市川市在宅ケア総

合システム推進モデル事業を実施し、その中で在宅療養者にどのような支援を行っていくべ

きか、モデルの事例を通して検討いたしました。その後、医師会では在宅医療を推進する機

運が高まったことから、平成８年 10月に相談窓口として市川市医師会地域医療支援センター

を開設しております。そこで、本市では、高齢や病気のために医療を必要とする市民が安心し



て在宅での療養生活ができることを目的として、平成９年度に市川市在宅医療支援事業を立

ち上げ、医師会に委託したものでございます。この事業は、市川市在宅ケア総合システム推

進モデル事業から得られた課題に対応するものであり、相談窓口の設置や往診医の紹介、

また、医療機器の貸し出しや医薬材料の提供などが主な内容となっております。本市の在宅

医療支援事業は、在宅医療を必要とする方だけでなく、既に取り組んでいる医療機関の支援

にもつながっているなど、在宅医療を推進するための中核となる事業であることから、現在も

引き続き医師会と連携を図りながら実施しているところでございます。

次に、在宅医療の課題についてでございますが、近年、在宅医療の重要性が高まってきて

いることから、本市では、平成 25 年２月に市内の 24 カ所の医療機関に対し実態調査を実施

いたしました。その結果見えてきた課題といたしまして、在宅で医療を受けている方が肺炎な

どにより入院が必要になったときに受け入れてくれる後方支援病院のベッドが不足しているこ

とや、在宅医療を実施している診療所が休診のときに緊急の対応がなかなかとれないこと、

さらに、医師同士の横の連携が弱いといった内容が明らかにされたところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

現状と課題についての答弁がありました。本を読んでおりますと、すなわち病気になるという

ことは、病院での治療の後にも長い治療後の人生を考えることなしには済まない時代で、病

院完結型を中心とする医療提供体制の終えんの時代に入りつつある、高齢社会においては

医療が最高の治療を施しても、患者が健康を完全に回復し社会に復帰するという直線的な図

式は成立しにくい、病院は治療後の問題まで対応できる設計になっていない、長い治療後の

生活をどうすればいいのか困り果てていると指摘しています。したがって、治療後の生活を含

めた地域での包括的な体制である患者の生活基盤に密着した地域完結型医療の充実がま

すます重要になっています。

そこで、本市の在宅医療の現状と課題を踏まえ、市川市は今後在宅医療をどのように推進

していくのか。

次に、第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定中で、６月定例会の答弁では、在

宅医療の推進は地域包括ケアシステムの柱の１つであるから、医師会を初め関係団体の協

力をいただき、在宅医療・介護の連携に取り組んでいくとしていますが、連携の推進への取り

組みについて、より具体的な答弁を伺います。

発言者：松丸成男保健スポーツ部長

今後どのように在宅医療を推進していくかについてお答えいたします。



在宅医療の課題への対応でございますが、後方支援病院のベッド不足や緊急時の対応の

課題につきましては、医師会においては既に検討が始められておりまして、入院が必要にな

ったときの受け入れや診療所が休診の場合の対応に関しては、医師会と市内の総合病院と

の間で具体的な連携の方法についての話し合いが進んでいると伺っております。また、医師

同士の連携につきましては、現在、市内で在宅医療を行っている診療所はほとんどが単独で

患者を診ており、さらに 24 時間体制で対応していることから、現状では医療機関同士の情報

共有などが十分に図られておりません。そこで、医師会では、今後必要な連携体制を検討し

ていく予定とのことでございます。本市におきましては、医療と介護の連携が重要な課題とな

っておりますことから、平成 24 年度より国のモデル事業として在宅医療連携拠点事業を実施

してまいりました。具体的な内容といたしましては、在宅医療従事者の負担軽減の支援、また、

効率的な医療提供のための多職種連携とその課題に対する解決策の抽出、そして在宅医療

に関する地域住民への普及啓発などでございます。これらの事業を実施するに当たりまして

は、庁内はもとより医療に係る専門的な知識及び経験が必要とされますことから、医師会及

び医療関係機関等と連携を密にし、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる

体制の構築に取り組んでいるところでございます。

これらの事業は、現在本市で策定しております第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

の中で在宅医療・介護連携推進事業として位置づけ、引き続き取り組んでまいります。事業

の内容といたしましては、地域の医療・介護サービス資源の把握、情報の共有支援、連携の

ための課題の抽出と対応協議、連携に関する相談の受け付け、関係者の啓発といった内容

でございます。本市といたしましては、医療と介護を必要とする高齢者が住みなれた地域で

最期までその人らしい生活を継続できるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する

ために、医療機関と介護サービス事業者などの関係機関の連携を推進してまいります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

部長から大変力強い答弁をいただきまして、ありがとうございました。それでは、再質問を行

いたいと思いますが、今のお話の中にもありましたが、病院連携と診診連携について、ＩＣＴを

活用して実施しているというふうにも伺っておりますが、行政としてどのようにかかわっていく

のか、在宅医療体制の構築について伺いたいと思います。

発言者：安井誠一福祉部長

再質問にお答えいたします。

厚生労働省は、地域での医療活動を、よりスムーズに進めることと、患者に質の高い医療



を効率的に提供するために、医療機関の機能分化による病診連携、診診連携を推進してお

ります。病診連携は、診療所のかかりつけ医師が初期診療や慢性疾患の継続診療などの外

来医療を担い、大きな病院が入院を中心とした専門的な検査や治療を担うことで役割分担を

行うことでございます。また、診診連携につきましては、１人の患者に２カ所の診療所の医師

が治療に当たり、お互いが補完し合い、病状に合った質の高い医療を効率的に提供すること

を目的に、地域のかかりつけ医師を中心に行われております。高齢者になりますと慢性疾患

をお持ちになり、複数受診をされ、複数の医師が診察されている状況が多く見受けられます。

このような状況から、患者の診察内容、内服状況などを相互の医師が正しい情報を提供する

ことが適切な治療につながります。

本市では、在宅医療連携拠点事業において、在宅で医療と介護にかかわる主治医を中心

に、薬剤師、歯科医師、訪問看護師、ケアマネジャー、病院ソーシャルワーカー、介護事業者

等でインターネットを利用した情報共有のシステムを導入しております。このシステムは、個

別にソフトを導入しなくても、インターネットを利用できる環境であれば、個々のＩＤとパスワー

ドで利用いただけるものでございます。患者の生活、身体状況や家族情報、医療・介護に関

する情報などのほか、検査データや写真、動画などを関係者で共有することができます。セ

キュリティーにつきましては、厚生労働省の個人情報に関するガイドラインに準拠し、システ

ムの使用料は市が負担しており、個別の負担はございません。この情報提供システムを利用

している診療所の医師の中には、病院の医師や理学療法士等、また、他科の診療所医師と

の連携を行っており、病診連携、診診連携での情報提供にも利用可能ではないかと考えてお

ります。しかし、病院や診療所ごとに異なる電子カルテシステムを利用しておりますことから、

医師からは、診療のカルテに反映できない、入力が二度手間になるなどの御意見も伺ってお

り、情報共有システムが広がらない原因になっていると考えております。現在、異なるシステ

ム間でのデータ連携につきましては、国でも検討を重ねているところでございます。今後、現

在の運用しております情報共有システムが有効に活用できるよう、医師会など関係機関と引

き続き検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

ＩＣＴを活用した情報共有システムということで、私も拝見させていただきましたけれども、ソフ

トを特にインストールしなくてもできるというようなメリットもあるということであります。ただ、各

診療所の電子カルテの互換性の問題があるというようなことでありますけれども、これはどう

してもついて回る課題だと思います。ぜひこれを乗り越えていっていただきたいというふうに

思います。

では、次に、先般、議案質疑をいたしましたけれども、７月に経営形態変更の方向性が決ま

った保健医療福祉センターの場合、リハビリ病院、デイケア、地域包括ケアシステム構築に大



変有効な機能を発揮できる施設になるというふうに認識しております。

そこで質問ですが、市川市リハビリテーション病院と地域の診療所との連携について、事例

を通して御説明をお願いします。

発言者：松丸成男保健スポーツ部長

市川市リハビリテーション病院と診療所の連携についてお答えいたします。以下、リハビリ

病院と呼ばせていただきます。

リハビリ病院は、急性期医療機関から転院してきた脳卒中や骨折患者のリハビリを中心に

行っておりますが、食事、排せつ、入浴などの日常生活に不可欠な基本行動であるＡＤＬ機能

の低下による、いわゆる廃用症候群のリハビリも対象としております。入院患者の中には肺

炎や外科手術等により動くことができず、その結果、ＡＤＬ機能が低下することがございます

が、自宅で生活されている方の中にも、このような廃用症候群の方がいらっしゃいます。そこ

で、在宅療養中の方でリハビリが必要と思われる方には、リハビリ病院を受診し、必要があれ

ば入院の上、回復期のリハビリを受けていただき、機能を回復した後に、また自宅に戻ってい

ただくという取り組みを行っております。これまでにあった一例を御紹介しますと、リハビリ病

院に脳卒中で入院されていた患者が退院され、自宅に戻りましたが、しばらくして日常生活に

必要な機能が低下してきたため、かかりつけ医と調整の上、リハビリ病院に再入院していた

だき、訓練により機能を回復した後に、再び自宅に戻ったという事例がございました。このよう

に、本市では在宅医療に取り組む診療所と回復期リハビリを担うリハビリ病院との連携を図り、

今後も在宅医療を支えてまいりたいと考えております。

以上です。

発言者：中村義雄議員

わかりました。具体的な事例を聞いてよく理解をいたしました。

では、次に(3)の市川市在宅医療支援事業の拡充について、３年間の予算、決算、実績、成

果について伺いたいと思います。

発言者：松丸成男保健スポーツ部長

市川市在宅医療支援事業の予算、決算、実績、成果についてお答えいたします。

この事業は、平成９年度から市川市医師会に委託して実施しております。初めに委託の内

容でございますが、在宅医療に関する相談窓口の設置や主治医の紹介を行うこと、高齢や



障害等のため在宅で療養する医療ニーズの高い市民に対し、吸引器などの医療備品の貸し

出しや、カテーテルやガーゼ類等の医薬材料の提供を行うこと、在宅医療を推進するため、

医療機関の連携体制の整備を行うことなどでございます。

次に、事業の過去３年間の予算、決算についてお答えいたします。平成 23 年度、24 年度、

25年度の予算額、決算額はともに 860万円でございます。この実績でございますが、平成 23

年度は登録患者数 2,515 人、相談件数 2,240 件、平成 24 年度は登録患者数 2,695 人、相談

件数 1,988 件、平成 25 年度は登録患者数 2,860 人、相談件数 1,874 件でございます。

次に、事業の成果でございますが、大きく２点ございまして、１点目は、医師会におきまして

医療施設ガイドを作成しております。このガイドブックは、在宅診療を実施している市内の医

療機関を初め、在宅療養及び介護の支援機関である地域包括支援センターや訪問看護ステ

ーション等が記載されているもので、介護保険関係機関である地域包括支援センター、在宅

介護支援センター、ケアマネジャー等に配付し、施設や事業の周知に努めてきたところでござ

います。この医療施設ガイドにつきましては、さらに内容を充実させるため、現在見直しを検

討しております。２点目の成果といたしまして、医療機関同士の連携を円滑にし、また、耳鼻

科、眼科などの専門医への紹介など、在宅療養者が適切な医療を迅速に、そして正確に受

けることができるよう、市川市独自の診療情報提供書を作成いたしました。この診療情報提

供書は、現在有効に活用されており、医療機関としてのスムーズな連携に役立っているところ

でございます。

以上です。

発言者：中村義雄議員

伺いました。この事業につきましては、私ども公明党におきましても、医師会の先生方にお

話を伺って、この事業を本当に一生懸命、地道に取り組んでこられているなということを伺っ

てまいりました。本事業は大変先進的な取り組みであるというふうに認識しておりますが、今

後、この重要性から、当該事業の拡充が必要であるというふうに考えて要望するところであり

ますが、見解を伺います。

発言者：松丸成男保健スポーツ部長

在宅医療支援事業の拡充についての御質問にお答えいたします。

高齢者の増加に伴いまして、この事業は重要な事業だと認識しております。市川市の医師

会は以前から在宅医療、それから地域医療に大変熱心なところでございまして、これにつき

ましては、県内外からも先進的な取り組みだとして注目をされております。在宅医療の一番の

担い手である医師会から、この事業に対する要望が出ましたら十分に聞いてまいりたいと思



います。そして、意向を伺いまして、行政と医師会と両輪で本市の在宅医療支援事業を推進

して、この充実を図っていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

前向きな答弁、ありがとうございます。今、団塊の世代が75歳以上を迎えると言われている

2025 年に向けて、地域包括ケアシステム、御当地型のケアシステムをつくっていこうという取

り組みが全国的になされているところであります。この市川市においても同じであります。そう

いった中で、既にこのような医師会と連携をとりながら事業を行われている。これは大変すば

らしいことだと思います。今後、市川市型ということで全国に誇れるようなシステムの構築に

向けて、また取り組んでいただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


