
江南市図書館基本計画策定委員会設置要綱          資料１－１ 

 

（設置） 

第１条 江南市図書館基本計画の策定にあたり、様々な観点から検討を行うため、江

南市図書館基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、江南市図書館基本計画の策定に係る次に掲げる事項について、調

査及び検討を行う。 

（１）江南市図書館基本計画策定に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、１５人以内で、別表に掲げる者をもって組織する。 

２ 委員会は、専門的な事項を検討するため、必要に応じて委員会にアドバイザーを

置くことができる。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する事務が完了する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は必要に応じて委員長が招集し、委

員長がその議長となる。 

２ 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、書面を

もって他の委員に委任した者は、出席とみなす。 

３ 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を求め

ることができる。 

 



（報告） 

第７条 委員会は、会議の内容並びに調査及び検討した事項を教育委員会に報告しな

ければならない。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。 

（作業部会） 

第９条 委員会には、必要に応じて作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 江南市図書館基本計画策定委員会名簿 

 

 

 

 区  分 

１ 福祉関連機関代表 

２ 商工団体の代表 

３ 社会教育団体代表 

４ 保護者代表 

５ 学識経験者 

６ 〃 

７ 青年代表 

８ 市民代表 

９  〃 

10 図書館関係代表 

11 〃 

12 〃 

13 保育園関係代表 

14 学校関係代表 

15 〃 



資料１－２ 

   図書館基本計画策定体制等について 

 

１． 図書館基本計画策定の目的 

図書館は、市民の「知」の拠点であり生涯学習施設の中核を成しています。現在の図書館

の現状を把握し、その先に市民が図書館に対して何を求め、どのように利用したいのかを把

握することが不可欠となります。図書館に関する情報を市民と共有し図書館に対する認識を

啓発するとともに、市民や図書館ボランティア・市職員等と江南市の特性に合ったこれから

の図書館のあり方を検討し、合理的かつ効果的な新たな図書館の構築を目指すための計画と

します。 

 

２． 策定体制 

（１） 庁内体制 

図書館基本計画策定委員会（作業部会） 

教育部長、商工観光課長、高齢者生きがい課長、福祉課長、都市計画課長、建築課長、 

下水道課長、地方創生推進課長、秘書政策課長、行政経営課長、消防総務課長、教育課

長、生涯学習課長、こども政策課長 

 

（２） 庁外体制 

   図書館基本計画策定委員会 

     学識経験者、福祉関連機関代表、商工団体の代表、社会教育団体代表、保護者代表、青

年代表、市民代表、図書館関係代表、保育園関係代表、学校関係代表 

 

３． 市民参加 

    市民アンケート調査、利用者アンケート調査、ボランティアヒアリング、ワークショップ、  

パブリックコメント 

 

４． 江南市立図書館の現状と新図書館の建設に関するこれまでの経緯 

【現状】 所 在 地：江南市石枕町神明８２番地 

開館年月：昭和５１年４月１日 

開館時間：午前９時～午後６時３０分 

蔵 書 数：１２５，６９５冊 

人  口：１００，７４９人 

 

【これまでの経緯】別紙「新図書館の建設に関する経緯」参照 

     

 



 別 紙 

時  期 内  容 詳  細 

昭和 51年 4 月 1日 江南市石枕町に現在の図書館を開館 敷地面積 2,871㎡（土地は全て借地だったが、昭和 63 年に借地を買取） 

延床面積 962.32㎡ 

工 事 費 1億 5,445万 3,107円（内、1 億円は寄付） 

平成 6年 8月～ 

平成 7年 8月 

新図書館建設準備調査研究会 

 

早期に新図書館を整備する必要性について記載した報告書を提出。 

（平成 7 年 8月 1日提出 開催回数 6回） 

平成 8年 4月 江南市新図書館建設事業基金の設置 「江南市新図書館建設事業基金の設置、管理及び処分に関する条例」施行。 

※平成 30年 4月末基金残高 7億 3,528万 2,189円 

平成 8年 5月～ 

平成 9年 5月 

図書館建設特別委員会の設置 特別委員会（開催回数 7回）での意見を踏まえ、「図書館建築計画書（案）」を作成。 

平成 9年 7月 江南市新図書館建設基本計画策定会議 これまでの調査・研究を踏まえ、図書館行政のあり方を見直し、その体系的整備を図った。 

平成 10年 6 月 江南市新図書館建設基本計画策定  

平成 14年 3 月 江南市生涯学習基本計画策定 生涯学習拠点の整備として、新図書館建設計画に併せた複合施設の設置の検討を明記。 

（計画期間：平成 14年～平成 23年） 

平成 15年 3 月 江南市中心市街地活性化基本計画策定

委員会 

新図書館を古知野本町新町愛栄通地区の各施設として位置づけ。 

平成 17年 3 月 計画の白紙（3月議会） 3 月議会にて、当時の助役が「他の大型プロジェクト事業を勘案し、これまでの計画を白紙とし、

様々な角度から検討する」と答弁。 

平成 24年 3 月 第 2次江南市生涯学習基本計画策定 今後の図書館のあり方を、引き続き様々な角度から調査、研究。 

（計画期間：平成 24年～平成 33年） 

平成 27年 11月～ 

平成 28年 12月 

これからの江南市立図書館のあり方を

考える職員検討会 

これからの図書館のあり方について検討。 

グループワークなど 3 回開催。 

平成 29年 2 月 平成 28年度生涯学習講演会 

「まちの未来につながる図書館」 

平成 29年 2 月 18日（土）午後 1時 30 分～3時 市民文化会館小ホール 

講師：猪谷千香（「つながる図書館」著者） 

参加者：270 人 

市民とともに図書館のあり方を考えるきっかけ作りを目的に開催 

新図書館の建設に関する経緯 



 別 紙 

 



2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市民公募 広報掲載

公募期間
2日～13日
選考委員会
18日・23日
選出通知発送

24日頃

コンサル選定（プロポーザル）

第1プロポ審査
22日1：30
プロポ公告

26日

質問書提出
4日17：00
質問回答
10日

提案書提出期限
18日17時まで
第2プロポ審査
23日10：00

第3プロポ審査
25日13：30

随意契約締結

図書館職員・ボランティアヒアリング 中旬

ワークショップ 下旬

策定作業
　①社会情勢の確認
　②現状と特性の把握
　③市民ニーズの把握
　④江南市の概要・まちづくりの方向と
　　図書館の役割の検証
　⑤あり方と整備の基本方針の設定
　⑥図書館の蔵書規模と施設規模の設定
　⑦図書館サービス計画の策定
　⑧施設整備計画の策定
　⑨管理運営計画の策定

江南市図書館基本計画素案作成 下旬素案完成

広報こうなん掲載依頼
パブコメ

1月号掲載依頼
5月号掲載依頼

江南市図書館基本計画完成 上旬（案）完成 完成

江南市図書館基本計画策定委員会（作業部会）

調査・アンケートの内容決定準備
事業方針の決定
策定作業①③を検討

第1回
16日開催

調査・アンケート結果分析
基本計画策定事前意見徴収
策定作業②③④⑤⑥を検討

第2回
中旬予定

基本計画素案内容確認・修正
パブリックコメントの実施準備について
策定作業⑦⑧⑨を検討

第3回
上旬予定

基本計画（案）内容確認・修正
議会提出資料作成準備

第4回
上旬予定

江南市図書館基本計画策定委員会

作業部会第1回と同様
第1回

21日開催

作業部会第2回と同様
第2回

下旬予定

作業部会第3回と同様
第3回

中旬予定

作業部会第4回と同様
第4回

下旬予定

調査・アンケートの内容確認

調査・アンケートの結果報告 23日

素案・パブコメ内容確認 19日

パブコメ結果・計画策定（案） 12日

調査・アンケートの内容確認 9日報告

調査・アンケートの結果報告 1日報告

素案・パブコメ内容確認 7日報告

パブコメ結果・計画策定（案） 20日報告

調査・アンケートの内容確認 19日～22日

調査・アンケートの結果報告 委員会の開催日 12日～18日

素案・パブコメ内容確認 委員会の開催日 11日～14日

パブコメ結果・計画策定（案） 委員会の開催日 委員会の開催日 7日～12日

市民アンケート 15日～29日 結果

利用者アンケート 中旬 結果

パブリックコメント 提示（下旬） 結果公表

資料１－３江南市図書館基本計画策定スケジュール（案）

平成３０年度平成２９年度

議会

市民

政策会議（幹部会）

教育委員会

事務局

①社会情勢の確認
事例紹介、公共図書館を取り巻く環境
③市民ニーズの把握
アンケート調査票案、ボランティアヒアリン
グ、ワークショップについて

②現状と特性の把握
③市民ニーズの把握
アンケート調査結果、ボランティアヒアリ
ング・ワークショップ結果について
④江南市の概要・まちづくりの方向と図書
館の役割の検証
⑤あり方と整備の基本方針の設定
⑥図書館の蔵書規模と施設規模の検討

※②～④は概要の提示
協議の中心は⑤、⑥を想定

⑥図書館の蔵書規模と施設規模の設定
⑦図書館サービス計画
⑧施設整備計画
⑨管理運営計画


