佐賀県武雄市の図書館費に関する情報や疑問など
（2012/11/21 18:51:54 作成版）（作成者：金の髭）
※調査継続中のため間違いの指摘や追加情報など大歓迎です。ツイッターの@goldenhigeや、#takeolibraryハッシュタグへどうぞ。
決算書より （H18～H21は財政課からメールで。H22とH23は情報開示をかけた方から見せて頂きました。）
H18年度決算
（支出済額）

H19年度決算
（支出済額）

H20年度決算
（支出済額）

H21年度決算
（支出済額）

H22年度決算
（支出済額）

H23年度決算
（支出済額）

武雄市HP資料より
H24年度当初予算

2012/7/18の市議会で提出された収支予算書より
H24年度予算
（※備考参照）

H25年度予定

H26年度予定

H27年度予定

H28年度予定

H29年度予定

人件費
・給料
・職員手当等
・共済費
・賃金
・報償費
（2012/11/16の財政課からの
メールによると、
嘱託職員の社会保険料等の
人件費はこれとは別に
総務費から出されている
ものもあるとのこと）

64,244,866

65,118,122

68,421,000

64,311,000

32,410,000

32,410,000

32,410,000

32,410,000

32,410,000

17,922,000
1,793,000
15,320,000

17,922,000
1,793,000
15,320,000

17,922,000
1,793,000
15,320,000

26,247,000

25,505,000

24,764,000

「人件費」が以前の半額になっているのは何故？

（7/18市議会の収支予算書での
名目は給料・手当・賃金・
社会保険料となっている）
16,263,607
1,749,396
24,938,596

需用費
役務費
委託料
その他
・旅費
・使用料及び賃借料
・工事請負費
・備品購入費
（図書購入費除く）
・負担金補助及び交付金
・公課費

17,262,550
3,679,780
27,998,920

17,024,000
2,267,000
21,266,000

17,024,000
2,267,000
20,955,000

2,736,545

11,617,062

2,817,000

27,443,000

27,729,000

26,988,000

↑ 「その他」を削って図書購入費を増やしていくという現実的な根拠は？ ↓

図書購入費
124,645,018

116,073,594

114,328,032

111,996,186

13,923,927

13,923,921

13,000,000

13,000,000

123,856,937

139,600,355

124,795,000

145,000,000

●開館日・開館時間の
拡大に伴う増員や
司書給与増額等で
当初予定よりも
2000万円強の
増高を想定したと
いうことらしい。
（2012/11/16の
財政課からの
メールでの説明）

●９月補正予算で
委託料として
MY図書館
調査研究に
100万を計上。
●１２月補正予算で
委託料として
MY図書館
システム構築で
457万、
備品購入費として
iPad購入費で
656,000を計上。

備考

17,922,000
1,793,000
15,320,000

「その他」の金額が激増しているのは何故？そもそも「その他」の内訳は？

（7/18市議会の収支予算書での
名目は「その他」としか
書かれていない）

合計

17,922,000
1,793,000
15,320,000

●別途、
委託料で
12,526,000、
工事請負費で
6,500,000の
合計で
19,026,000を
翌年に繰越。
MY図書館関連と
思われるが、
詳細は不明。
●繰越金と不用額も
含めると、合計で
144,799,000となる。
2012/3/16の
市議会では
吉川里己議員が
この金額を
「図書館の
ランニングコストは
年間1億4500万」
と紹介した。
MY図書館導入で
一時的に費用が
膨れているのを
知っていたにも
関わらず、不適切な
紹介をしたことになる。

●開館日数292日。
休館日は73日。
●開館時間は
10時～18時。
金曜のみ
19時まで。
●ＭＹ図書館開始

●開館日数を
39日増やし
331日に
する予定だった。
2012/3/6と
2012/3/16の
市議会で、
浦郷教育部長が
そう説明している。
休館日は34日。

●年度当初予算で ●実際には
委託料として
委託にともなう
MY図書館
改修工事で
2012/11/1から
システム
5ヶ月間も
保守点検で
長期休館する事に
366,000を計上。
なったけどね・・・。

●１億４５００万という
数字は6/11議会で
古賀教育部長が
説明している。
報道等でも使われる
「従来の
年間運営費は
１億４５００万円
かかっていた」
というのは、
この数字の
ことのようだ。
でも「従来の
年間運営費」と
言うなら、これまでの
１億１０００万～
１億２０００万という
金額を示すべきじゃ
ないかなあ？
それに、3/16議会で
吉川里己議員が
出した１億４５００万と
いう数値と奇妙な
一致を見せてるのは
何故なんだろう？
●ぶっちゃけた話、
この年に開館日数を
急激に増やしたり、
それにより人件費を
上げたのは、
CCCへの委託を
より安く見せるための
数字操作ではないか？
前のままでいいなら
直営のままでも
CCCへの委託金額と
同じ値段で済むよ？
それに４億５千万もの
改修費をかける必要も
なくなるよ？

14,825,000

15,567,000

16,308,000

17,049,000

17,791,000

109,999,000

110,000,000

110,000,000

109,999,000

110,000,000

●開館は365日で年中無休になるんだってさ～。
でも図書館って正月とかも開けなきゃならないの？
休館日が無いってことは色々な仕事もやりにくくなったり
同じ作業でも余計なコストが発生したりするのでは？
それに休館日を作ればコストもこれより更に減らせるはずだよ？
●開館時間は9時～21時で、前より4時間増えるんだってさ～。
まあこれは良いことかもしれないね～。
でも子供は早めに家に帰ろうねっ☆
●365日開館と9時～21時開館を武雄市が直営でやる場合は
年間232,000,000もかかるんだってさ～。
CCCに委託すればそれをたったの110,000,000で
やってくれるんだってさ～。
さっすがCCC！武雄市には出来ないことを
平然とやってのけるっ！
そこにしびれる憧れるっ！
まるで魔法使いみたいだねっ☆

※2012/7/18の市議会での樋渡市長の発言を抜粋。
市の直営で365日開館、開館時間9時～21時をやる場合の費用。
●７人程度の増員が必要となり人件費が３６００万増。
●開館日と開館時間が１．６倍になるので
光熱費が１７００万円増。
●日数の増加で委託料が３４００万円増。
→合計で８７００万円の増加となるので、
それを１億４５００万円に足し合わせると
２億３２００万円になるということらしいです。
→１億４５００万円を単純に１．６倍しても
２億３２００万円になるんですよね。不思議ですねぇ～。

・・・でも、それって異常じゃない？
●開館日や時間は増えるけど、図書館職員は従来の
23人（うち司書15人）から、18人（うち司書9人）に
減らすんだってさ～。
武雄市が直営でやるなら７人増員して30人体制で
やらなきゃダメという話なのに不思議だね～。
自動貸出機で労力削減できるなら、
直営のまま自動貸出機を導入してもいいのにね～。
しかも旅の本のコーナーに旅の専門知識を持つ職員を
配置したり、他の職員も館内をなるべく回って
利用者の声にすぐ答えれるようにするらしいよ？
本来の図書館のお仕事は大丈夫なのかなっ☆
●これらの年間予算とは別に、図書館の改修費として
市が450,000,000を支出するんだってさ～。
おまけにCCCが更に300,000,000を支出するんだってさ～。
合計７億５千万円ね。
従来の年間運営費の６年分くらい。
2000年に出来たばかりで、まだ綺麗な若い図書館に、
なんでそんなに多くの改修費をかけるんだろうね？
つうかスターバックスなんて、図書館の中に作らなくても
近くに単独店舗として作ればいいんじゃね？
スターバックスに期待する声が結構あるみたいだけど、
それって「スターバックスへの期待」であって、
「図書館への期待」じゃありませんよ？
あっ、ちなみに武雄市では国保が上がるらしいっすよ。
なんか税金の使い方間違ってませんかね？
武雄市の世帯数は２０１２年８月末現在で１７５４７世帯。
１世帯あたりの改修費負担は２５６４５円。
武雄市や樋渡市長の論法では
「年間委託料１億４５００万円が１億１０００万に
なるので、年間３０００万円くらい浮く。
１５年かければ改修費分が捻出できることになるので
市民負担はゼロです」
と説明してるけど、本当にそれでいいの？
平成２３年度までは図書館費は１億１０００～２０００万しか
かかってなかったんですよ？

●図書購入費を少しずつ増やしていく予定らしい。
「その他」のお金を削って図書購入費に回すみたいだけど
一体何を削ってお金を確保するつもりなんだろう？
そもそも「その他」って、具体的になんなのだろう？
現実的な根拠はあるのだろうか？

※９月議会資料による改修費の内訳 （合計 ４４９,９１９,５１０円） ←約４億５千万円
●賃金 １,９０８,０００
●需用費 ５４,９０００
●役務費（手数料） ３７９,０５０
●委託料
○図書館・歴史資料館改修工事監理委託業務委託料 ６,２８７,６１０
○新図書館空間創出業務委託料 １２７,８７５,７２０
○新図書館サービス環境整備業務委託料 ５４,９９９,０００
○図書館システム更新業務委託料 ６８,２８４,２３０
○ICタグ貼付業務支援委託料 ７,５５１,６００
●使用料及び賃借料（借上料） １,８７９,５００
●工事請負費
○図書館・歴史資料館改修工事費 １２２,８３２,１５０
○図書館・歴史資料館設備改修工事費 ５９,０９０,８５０
※ここからＣＣＣに渡るお金も相当な金額になるようですね。
※ＣＣＣが支出する３億円については１２月議会で説明されるそうです。
※ちなみに5/20の市民説明会や、ＣＣＣへの委託が審議された7/18の議会までは
改修費として「２億5000万円程度」という数字が一例として出されていましたが、

7/23のニコニコ生放送で市長から突然4億5000万円という数字が出され、

9月議会で正式に4億5000万円という予算が提示され、可決されました。
委託が可決された直後に予算金額を突然跳ね上げる市長マジぱねえっす。

