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1月にスタートした電子図書 

10か月で利用者 1,000人超え 

今後どうする? これからの図書館  

 

 

 

木更津市立図書館       取材日 2021.10.27 

 

▶南房総で一番早く、昭和 49 年(1974 年)開館 

市民優先の図書館が多い中、開館当初より、市外からも利用し

やすいよう、貸出などに制限を設けていなかった。ただし、電子図

書は、市民、または市内に在住・在勤・在学している人に限る。 

また、郷土史の資料は、当館にしかないものも多い。 

 

▶「電子図書」利用状況 スマホやタブレットで読書 

コロナ禍の交付金を活用し、今年 1月 13日から始めた。10

月 24日現在、登録者総数 1,002人となり、貸出冊数 2,815

冊。50代、60代の登録者が多く、次に 70代、40代が利用。 

 

人気の電子図書の貸し出し数 

① 小説（日本）      900 ⑥ 住宅・家具・調達    69  

② 食品・料理        302 ⑦ 日本地誌        57 

③ 絵本            141 ⑧ 日本史          55 

④ エッセイ（日本）   99 ⑨ 家政学・生活科学   53 

⑤ 児童書・日本文学 79 ⑩ 情報科学        49 

 

▶「電子図書」のランニングコスト 

全国で電子化された図書は 11万冊のみで、著作権がなく利

用できるものとライセンスが必要な電子図書がある。ライセンス

も 2種類あり、1回購入で永久利用可能（4,000円）と2年ま

たは 52回利用可能（平均 2,800円）がある。 

オンラインシステムのコストは、人口比で価格設定される。木

更津市では、1ヶ月 11万円（132万円/年）かかる。 

 

▼「電子図書」のメリット 

  図書館に行かなくても読書ができる。また、電子図書によって

は、スマホやタブレットで音声読み上げ機能がある。このように、

読書環境に支障がある人にも利用できる読書のツールである。 

 

▶ズバリ!  現在の図書館の課題 

現図書館の総面積は 2,000㎡、蔵書数は 37万冊だが、ひ

とりあたりで換算すると、木更津市の図書館の蔵書総数は県平

均より 8 万冊少ない状況である。もっと蔵書を増やしたいが手

狭である。また、耐用年数はあと 10 年少々で、水回りのトラブ

ルも多く、耐震化も課題であるが、対応策が定まっていない。 

 

▶木更津市教育委員会で考えるこれからの図書館 

教育委員会が考える木更津市のこれからの図書館は、 

・延べ床面積 5000㎡ ・蔵書数 60万冊 

・単独施設、複合施設のどちらでもよい と希望している。 

図書館の運営は、教育委員会がおこなっているが、建物の所

有者は市長、管理は市長部局、資産管理課である。また、これか

らの公共施設の建て替えなどをトータル的にマネジメントするの

は公共施設マネジメント課である。 

 

▶これからの図書館 公共施設マネジメント課に取材   

 「図書館の耐震化は、現在予算化を進めている。建て替えを含

めた再整備は、他の公共施設の再整備も含めて、様々な検討を

行っている最中だ」という。 

続きは、裏面でお知らせしている出前講座「どうする?木更津

市 これからの公共施設」で聞くことにする。 
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暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク 

     認知症自立度からみた木更津市の高齢者事情 
 

要介護度の区分の他に、認知症高齢者の認知症自立度（日常生活自立度）があ

ります。要介護認定された高齢者の認知症自立度を調べてみました。 

左下のグラフをごらんください。この 10 年間で要介護認定された高齢者は 1.5

倍になり、認知症自立度で 4 人にひとりは「自立」、3 人はなんらかの支援や介護

が必要です。また、右下の円グラフからは、認知症自立度では「自立」の方の要

介護度区分です。続きは 12月議会で質問します。 

 

暮らしに薫る本シリーズ⑰ 

「大往生」 
 永 六輔 

 

「人は必ず死にます。その時に生まれてきてよか

った。生きてきてよかったと思いながら死ぬこと

ができるでしょうか。そう思って死ぬことを大往

生といいます」 

 この本は肩こりも治るほどのやさしい口調で終

始しており、出版の 1994 年から私は何度も読み

ました。このコーナーでは政治・思想のはなしを

したくないので、古いこの本を又、引っ張り出し

ました。 

 永六輔と同時代に語り合っている人々は、私に

とってもなつかしい人です。淡谷のり子、三遊亭

圓歌、無着成恭、きたやまおさむ、中村八大、い

ずみたく、当然九ちゃんも出てきます。今の人も

知っているのは黒柳徹子くらいかしら。私は戦争

を知らない子供たちの仲間だけれど、戦争ってな

に？と言うほど若くはなく、改めて良い時代を生

きたとつくづく思う。       (宮下芳子) 

    
 

認知症自立度（日常生活自立度） 
自立 下記のⅠ～Ｍに該当しない場合 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常の生活に必要な意思の疎通は

できる。ほぼ自立している。 

Ⅱ 

ａ 
日常生活に必要な意思疎通の困難さが多少みられる（家庭外で

みられる）が、誰かが注意していれば自立できる。 

ｂ 
日常生活に必要な意思疎通の困難さが多少みられる（家庭内で

みられる）が、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅲ 

ａ 
日常生活に必要な意思疎通の困難さがみられる（日中を中心に

症状がみられる）着替え、食事、排泄などの介護が必要な状態 

ｂ 
日常生活に必要な意思疎通の困難さがみられる（夜間を中心に

症状がみられる）着替え、食事、排泄などの介護が必要な状態 

Ⅳ 
日常生活に必要な意思疎通の困難さが頻繁にみられる。常に介

護が必要な状態 

Ｍ 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、

日常生活に必要な意思疎通ができない、または、まれにしかで

きない。在宅での生活ができず、専門医療の必要な状態 

要介護度 
要支援１ 

要支援２ 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

〇▲■おしらせ伝言板〇▲■ 

       問合せ専用℡ 070-2172-8480 

 

▶講座 近代史を学ぶ 大人の学校 

「戦後政治の総決算」へ 

～戦後史のなかの 80年代～ 
日時 11月 11日(木)14:00～16:00 

会場 木更津市民総合福祉会館 

 

★毎月第 2木曜日 ★予約なしで OK  

★資料代 100円 

★講師 元高校教師栗原克榮先生 

★コロナ禍で公共施設の利用ができない場合は

お休み。 

▶木更津市の職員による出前講座 

どうする?木更津市 これからの公共施設 

 市役所、市民会館、図書館、中央公民館などな

ど、公共施設のこれからが気になります。どうす

るのか、今後の計画案ができました。お話をきく

だけでもいいし、ちょうど計画案に対して市民の

意見の公募の時期（パブリッコメント）でもあ

り、意見を提出する際の参考にもなります。 

日時 12月 17日(金) 13:30～15:00 

  会場 八幡台公民館 学習室 

★予約なしでも OK  

ただし、資料は準備の都合上予約優先。 

★コロナ禍で公共施設の利用ができない場合は

お休み。 

 

社会福祉協議会職員の「出前講座」 講師 高木淳佳さん 

       いざというときの備えは今のうち-成年後見制度- 

10 月 23 日、コロナウイルス感染リス

クが減り、会場である八幡台公民館の人

数制限も解除され、出前講座を開催で

き、25人の参加がありました。 

・身近な契約や手続きができない 

・悪い人にだまされそうで心配だ 

・将来が心配だ 

・お金の管理を自分で行うのが難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会は、法人として成年後

見人の活動をしており、講師からの具体

的な事例では、成年後見制度を利用する

ことで、どのように暮らしやすくなった 

かを知りました。特に、社会福祉協議会

では支援を行っていく上で、チームを作

り、当事者の判断能力が不十分な場合で

も直接本人から話をきき、人権を尊重し

ながら寄り添った支援ができるよう心掛

け、当事者の判断能力が回復するか、亡

くなるまでずっと続くとのことでした。 

Ｑ 後見人にいくら払うの？ 

Ａ 法定後見は家庭裁判所が決めます。

任意後見は契約時に相手方と協議で決め

ておけます。 

Ｑ 預金がない場合は？ 

Ａ 生活保護の方も利用できます。福祉

の制度に精通している社会福祉協議会の

強みでもあります。 

 

 これから求められる制度、利用してほ

しいと同時に、木更津市で一定の研修を

受けた市民後見人も増えて暮らしやすい

まちになるといいなと思いました。 

 
  

きさらづへぇ-クイズ -図書館- 

 

   現在、木更津市立図書館には蔵書が 37 万

冊あり、そのうち、公民館や金田地域交流セ

ンターなど，計 14 か所には、何冊あるでし

ょうか。 

 

① 約 1万冊 ➁約 3万冊 ③約 6万冊       

 

  答え ③ 約 6万冊  

6 万冊。その図書の利用は全体の 2％であ

り、その 6 割が金田地域交流センターであ

り、公民館での図書の貸し出しはとても少

ないのが現状です。 

【つぶやき】 

人との繋がり「ご縁」は不思議だ■ずっと繋がるご縁も

あれば、ふっと細くなってしまうこともある。少し関わっ

て終わったと思ったら、しばらくして思いがけない環境で

再会することも…■ご縁がある人や事柄は、消えてしまっ

たと思っても必ず再び巡ってくる■結局全てのご縁は切れ

ずに繋がっているんだと再確認した秋。（ふ） 
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自立 認知症高齢者
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令和2年度「自立」の

方1746人の要介護度

約 1.5倍 

 

 

 

 

法定後見 

いいえ はい 

認知症や知的障がい、精神障がい等で

判断能力が不十分 

任意後見 

 

 

 

    


