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平成２９年度 第１回 稲沢市図書館協議会 議事録（要旨） 

 

１ 日  時   平成２９年５月２４日（水） 午後２時００分～午後３時４０分 

２ 場  所   稲沢市立中央図書館 研修室 

３ 出席委員   ①河合博久  ②安田剛章  ③窪崎香   ④佐藤民子  ⑤髙木依子 

⑥星野美子  ⑦服部祐子  ⑧大谷みゆき ⑨鵜飼貢 

４ 会議同席者  教育長 恒川武久 

教育部長 遠藤秀樹 

５ 事 務 局   館長 前橋桂子  主幹 石垣哲也 塚本ゆかり  

６ 傍 聴 者   なし 

７ 議  題   （１）平成２８年度図書館事業実績について 

（２）平成２９年度図書館事業計画について 

（３）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について 

         （４）その他 

８ 会議の概要 

（事務局） 

定刻となりましたので、ただいまから、平成２９年度第１回稲沢市図書館協議会を開会いた

します。 

皆様方におかれましては、本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。本日の会議の進行を務めます図書館長 前橋でございます、よろしくお願いします。会議

に先立ちまして、委員任期満了に伴います辞令交付を行います。なお、辞令交付は、名簿順に

自席にて行いますのでよろしくお願いします。 

・・・辞令交付・・・ 

それでは、会議の開催にあたりまして、恒川教育長がごあいさつ申し上げます。 

（教育長） 

 皆様こんにちは、教育長の恒川でございます。先ほどは図書館協議会委員の任命をさせてい

ただきました。新たに委員となる方におかれましては、新たな視点からご提言ご意見をいただ

けると期待しております。引き続きのかたにつきましては、経験を生かしていただいて、貴重

なご意見等いただくことを強くお願いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 平成２９年度第１回稲沢市図書館協議会の開催にあたりまして、ご出席賜りましてありがと

うございます。とても暑い日が続いているなかで、６月１日から６月１８日まであじさい祭り

が開催され、あじさいの花が光り輝く時期となっております。 

おかげさまで委員の皆様方には、図書館事業につきまして、ご協力をいただくなかで、積極

的な提言を生かしながら、事業の推進をしております。特に、今年度配本サービスの本格実施

につなげることができました。実は図書館事業で利用者数だとか貸し出し冊数だとか若干減少

傾向にあり、心配しているところもありますので、また貴重なご提言いただけることを強くお
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願いしたいと思います。 

 そういう中で、開館時間の延長など市民の方への少しでもサービスを実施しているところで

すので、図書館のもつ本来の意味を考えて、事業については引き続きやっていきたいと思いま

す。しかし、色々な講座とか講演会等もイベントを催しているところでございます。それにつ

いては本当に高い評価をいただいたり、参加していただくなかで、引き続きという声も多々い

ただいているところでございますので、トータル的に事業を考えていかなくてはならないと考

えているところであります。ただ努力はしているもののなかなか数値として出てこない部分も

ありますが、中身をみていきながら事業を考えていくことが使命なのかなと意識しております。

色々な経験のかたもいますし、市民の声を聞いてみえるかたもたくさんいらっしゃいますので、

貴重なご意見をいただきたいと思います。終りにあたりまして本年度も委員の皆様方のお力を

いただきまして、この協議会が機能することを強くご期待申し上げまして、簡単ですが、冒頭

のあいさつとさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 配布資料の確認 

（事務局） 

 ここで報告させていただきます。本日の会議は、稲沢市図書館協議会設置に関する条例第６

条第２項の規定により、定員の過半数の委員にご出席いただいておりますので、成立している

ことをご報告させていただきます。 

 本日の会議は、新しい委員によります最初の会議でありますので、委員の皆様方から自己紹

介をお願いしたいと存じます。引き続き職員の自己紹介をさせていただきます。 

 では、お配りいたしました「図書館協議会委員名簿」の順に河合委員からよろしくお願いし

ます。 

・・委員自己紹介・・ 

ありがとうございました。次に事務局職員の自己紹介をさせていただきます。 

・・職員自己紹介・・ 

（事務局） 

 続きまして、会長、副会長の選任についてご説明申し上げます。 

 稲沢市図書館協議会設置に関する条例第５条第２項の規定により「会長及び副会長は委員の

互選によって定める」ことになっています。どのように決めさせていただいたらよろしいでし

ょうか。ご意見をお伺いしたいと思います。 

（委員） 

会長は大谷委員、副会長には河合委員を推薦します。いかがでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。ただいま、会長に大谷みゆき委員、副会長に河合博久委員をとの意

見がございました。ご賛同いただけますでしょうか。 

・・拍手・・ 
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ありがとうございます。では、お手数ですが、大谷委員、河合委員は会長席、副会長席へご

移動願います。それでは、新たに会長に就任されました大谷会長さんからごあいさつをお願い

します。 

（会長） 

あいさつ 

（館長） 

ありがとうございました。続きまして河合副会長さんごあいさつをお願いします。 

（副会長） 

あいさつ 

（事務局） 

ありがとうございました。 

続きまして議長の選出でございますが、稲沢市図書館協議会設置に関する条例第６条の規定

により、会長がその会議の議長となることになっていますので、大谷会長さん会議のお取り回

しをよろしくお願いします。 

 

【議事】 

（議長：会長） 

 あらためまして、議長をおおせつかりました大谷みゆきでございます。議事の進行がスムー

ズにいきますよう皆様方のご協力をお願いしまして議事に入ります。 

 始めに、稲沢市図書館協議会運営規則第２条の規定に基づき、本会議の議事録の署名者２名

を私からご指名させていただきます。河合委員と安田委員にお願いいたします。 

 では、議事に入りたいと思います。 

 「協議事項（１）平成２８年度図書館事業実績について」を議題といたします。事務局から

の説明を求めます。 

 

協議事項（１）平成２８年度図書館事業実績について 

（事務局） 

協議事項（１）平成２８年度図書館事業実績について説明（資料「協議事項１」） 

（議長） 

 ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明につきまして、ご質問はございません

か。  

（委員） 

 先ほど話題にありました若干利用者が減っているという話ですが、前年比は求めませんが多

少そういうことがわかる資料を事業実績のほうにでも記載してはどうですか。数ばかりではな

いので、一概には言えないですけど、もし減ったことについて何か話し合うということであれ

ば、前年度比でどこが減ったとか、利用者が減ったけれど貸出は減っていないとか、事業実績
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という形でなくてもよいのでは。 

（議長） 

 前回説明のあった資料を。新しい方もたくさんいらっしゃるので。 

（事務局） 

みなさんにお配りさせていただいております図書館年報の２４ページをお願いいたします。

上段にあります利用者数、こちらの数字につきましては平成２５年度から昨年度２８年度まで

の利用者数を記載させていただきました。先ほど減っているという状況でございますが、２７

年度と２８年度を比較させていただきますと、約４％ほど減ってしまっている状況であります。

要因としましては、いろんな要因があるかと思いますが、夏から秋にかけての台風の上陸等に

よる天候不順とか、年明けの積雪による来館者の減少とかが考えられますが、詳しい要因とし

てはまだ検証中でございます。 

（議長） 

確かに夏場雨ばかりでしたよね。そのほかご質問ございましたら。いくつかいっぱいイベン

トもなさったり、たくさんの方がボランティアにおいでいただいたり、子どもたちも館内見学

に来たり、本当に努力をよくされていると私は思いますが。ではご質問等ないようですので、

次に移らせていただいて、最後全体で前に戻ったりしながら、お話ご意見をいただきたいと思

いますが、よろしいですか。では協議事項の（１）については終わらせていただきます。 

 

協議事項（２）平成２９年度図書館事業計画について 

（議長） 

「協議事項（２）平成２９年度図書館事業計画について」を議題といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

（事務局） 

協議事項（２）平成２９年度図書館事業計画について説明（資料「協議事項（２）」） 

（議長） 

 ありがとうございました。では質問をお受けします。 

 ではその他の事業について、夏休みぬいぐるみお泊まり会、これって本当にお泊りするので

すか。  

（事務局） 

 夏休みぬいぐるみお泊まり会につきましては、利用者からご要望をいただきまして、全国の

図書館でも開催していますが、小学校低学年以下ぐらいの子が大事にしているぬいぐるみを一

旦図書館でお預かりして、ぬいぐるみが図書館のいろいろな事業を疑似体験するかたちで、証

拠写真のような写真を撮りながら、ぬいぐるみがお泊りをして、図書館を知る。それを通じて、

ぬいぐるみの持ち主であるお子さんに図書館に親しんでもらう企画でございます。 

（議長） 

 ぬいぐるみがお泊りするのですね。 
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（委員） 

 海外旅行に行くみたいな。 

（事務局） 

 そうです。同じような。 

（委員） 

 行けない人が自分の代わりにぬいぐるみを預けて、行ける人に写真を撮ってもらうという。 

（議長） 

 なにかありますよね。テレビで見たことあります。そういうような感じで面白い事業ですね。

はい、そのほか。新しくおいでになった方はきっと頭も新鮮だと思いますので、どうですか。 

（委員） 

 今お聞きしてまして非常に鮮度のいい講座をたくさん開いてみえて感心しております。 

（議長） 

ご意見のほうにも移りましょう。ご意見おっしゃっていただいて構わないですが、どうです

か。質問とかご意見とか。 

（委員） 

さっきのその他事業のところで、図書館福袋っていうのがわからないのですが。 

（議長） 

ご説明をお願いします。 

（事務局） 

図書館福袋は福袋という袋を図書館で準備しまして、その中に低学年、中学年、高学年など

の方に読んでいただきたい本を入れ、通常のデパートとかに売っているような福袋として、利

用者の方に本を借りていただくイベントでございます。 

（委員） 

何冊くらい借りられるのですか。 

（事務局） 

３冊程度です。 

（議長） 

返すのですよね。 

（事務局） 

そうです。通常の図書と一緒で２週間の貸出です。 

（議長） 

 自分が読まないような本が入っていたりするから、新しい視野が広がるというか、子どもに

とってはね。その他よろしいですか。ご意見のないようですので、ご承認いただけますか。あ

りがとうございます。 

 

協議事項（３）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について 
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（議長） 

「協議事項（３）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について」を議題といたします。よろ

しくお願いします。 

（事務局） 

協議事項（３）第２次稲沢市子ども読書活動推進計画について説明（資料「協議事項（３）」） 

（議長） 

 質問に入る前に現場のご意見も聞きたいと思います。昨年の試行のことでもいいですが、そ

れから１学期に配本サービスを受けられた学校の様子とか、そのあたりのご意見をどちらかの

先生お願いします。 

（委員） 

 昨年度、本校も配本を行いましたが、いろんな種類の本が借りられて、子どもの視野がずい

ぶん広がったと喜んでいました。キャリア教育のほうも本校進めていますが、「わたしの仕事」

という単元で調べ学習を行いまして、そのときも様々な種類の仕事の本があったということで、

学びが深まり広がったということで大変好評でした。 

（議長） 

 宅配業者さんが本を配達し、回収も宅配業者さんがなさる、と聞いておりますがそのあたり

の配本の仕方についてお願いします。 

（事務局） 

 試行の段階では６校で準備期間ということもありまして、図書館臨時職員が通常の回送の延

長線でさせていただきました。本実施の方法としましては、学校へ配本する前日に図書館から

配本セットを回収し、翌日各学校の職員室にお届けする流れになっております。回収につきま

しても最終日に職員室へ回収させていただき、図書館のほうに返却する流れになっております。 

（議長） 

 配本されるのは中央図書館からだけですよね。 

（事務局） 

 現時点では学校の配本セットがすべて中央図書館に置いてあります。市内学校全域ではござ

いますが、配本の回送は今のところ中央図書館から各学校、各学校から中央図書館への流れと

なっております。 

（議長） 

 ありがとうございます。では質問に移りたいと思います。配本サービスのこと、まずその話

題が出ております。そのあたりから質問ありましたら。 

 では全体について。稲沢市子ども読書推進計画全体についてのご要望ございますか。どうぞ。 

（委員） 

 学校と図書館のバランスと言いますか、本当に学校が希望されて、学校の授業時間帯と、学

校業務がいっぱいの中である意味その時間は切り裂かれますよね。どのようなかたちで、稲沢

市内の学校に図書館司書補が配置されていますか。 
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（委員） 

 現在、小学校において司書補さんが配置されておりますが、１週間のうち非常勤で数日勤務

というか、数時間勤務というかたちで終日いるわけではありません。 

（委員） 

 学校図書室の司書補がこういった事業に対してだいぶ入り込まれるということですか。 

（議長） 

 本を選ぶときに関わったりとかするのですか。 

（委員） 

 学校内でのフォローを司書補のかたは、相当これから訓練されていくと思うのですけれど。 

（議長） 

 配本サービスについては司書補さんがそれほど関わらないのでは。そのあたりのところ学校

はどうですか。 

（委員） 

 学校によって様々で、学校に委ねられているので、どのような希望を出すかは特にマニュア

ルはありません、学校に任されているので。一般的な方法としては、学校の中で図書館主任が

各学年主任の希望をとって、それを取りまとめて、最終希望を出す形になっております。 

（議長） 

 懸念されているのは授業に対して障害になっているのではないかということですか。 

（委員） 

 極論を言ってしまうと学校として、この事業は果たして好まれているのかどうか。そんなこ

と言えませんが、いいことには違いありませんが、困ることはないか、懸念材料はどうかと。

１年かかって検証されているから、先走ったことを言ってはいけないのですが。 

（議長） 

 これはそもそもの出始めは、学校からの希望もありましたよね。どういういきさつでこの事

業を。 

（事務局） 

 子ども読書活動を推進するなかで、学校の先生方と協議をさせていただいた結果、学校へ図

書を配る配本サービスがあれば、もっと児童に親しんでいただけるのではないか、というご提

案をいただきまして、この事業を実施させていただいたというのが経緯でございます。 

（議長） 

 すごい学校側から要望がありましてこういうことが始められた。そしてもっと前には子ども

読書活動推進計画というのがありまして、子どもの読書の機会を増やすというような大きな柱

があったかと思いますが、そのあたりの説明をお願いします。 

（事務局） 

 図書館側としても子どもの活字離れが進む中、読書に対する支援が何かできないかと検討し

ていたところ、学校側からの要望もございましたので、第２次子ども読書推進計画の新規事業
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として取り組みました。配本サービス事業を実施するにあたり、昨年一昨年と調査研究した結

果、今年度より本実施をさせていただきました。 

（議長） 

 図書館研究会のほうでも取り組みというか、そう言ったところをお話いただけるとうれしい

です。 

（委員） 

 去年、試行の６校に入っておりまして、一番最後から２枚目の配本サービスの予定表を見て

いただくと、昨年度までは試行が６校だけでしたので、第１期、２期、３期と分かれていて、

しかも１回～９回すべて配本サービスを受けることが出来ましたが、今年は３２校全部に広が

ったということで、配本サービスを受ける機会が３分の１になってしまいました。昨年、試行

の段階では決まったユニット、テーマごとのユニットとして希望したものがほとんどの確率で

学校に配本されたので、調べ学習をするうえで、教員がわざわざ本を集めなくても、ユニット

になっていますので、非常に使いやすく、とても好評でした。全部に広がるのは良いことです

が、昨年度の試行を受けた学校からすると、３分の１になってしまって、この時期に調べたい

と思ってもその学校の枠に入っていないと借りることができないですよね。試行の段階では３

つの学校区でよかったのですが。良い試みであるので、予算の枠内、保管場所を確保するなど、

もっと現場のほうに柔軟に借りられるようなサービスになると良いのではと思います。 

（議長） 

 はい、教育長さん。 

（教育長） 

 大事なところを突いていただいたなと。教員の多忙化といわれるなかで心配していただいて

ありがたいですし、今回の配本サービスは、子どもたちに少しでも本と接する機会を、調べた

い思いを少しでも達成してあげたいということで、図書館と学校と連携の中でこの事業は実施

されましたが、本当は先ほどご心配のように学校図書館もあるのですよね、各学校に。公の図

書館があって、学校図書館が持つ意味も考えていきながら、今回の実施の後、きちんとした評

価をし、どういうあり方がいいのかを考えていかないと。学校の実態、さらには先生方のご意

向、そしてこちらからの煩雑さとか費用負担のこともありますので、よろしくお願いします。 

（議長） 

 ありがとうございました。配本サービスについては一旦横に置かせていただきまして、ほか

の読書活動全体について、ご意見ご質問ありましたら。 

 子どもたちの読書離れを防ぎたいということで、図書館が何か出来ないかと。ご意見いただ

けたら嬉しく思いますが。 

（委員） 

 図書館でちょっと説明をしていただきながら、図書館を見学という機会を夏休みとかに何回

かやっていただけるといいのかなと。 

（議長） 
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 そういう機会ってありましたよね。 

（事務局） 

 はい。夏休み中ではありませんが、図書館見学ツアーを一般のかたからの応募という形で、

やらせていただいています。夏休み期間中に子ども会の団体さんの図書館見学会をやってほし

い、というお話だと思いますが、勤務体制とかがありますので、すぐにお答えはできないので

すが、前向きに検討させていただきたいと思います。 

（議長） 

 読書離れの点で子どもが本に接する機会がどうしたら増えるか、みたいな。 

（委員） 

 そうですね。たとえば、ある学校では先生がとても力をいれてくださっていて、学校全体が

校長先生始め他の先生方もとても読み聞かせボランティアに好意的に接してくれるものですか

ら、その辺のところは子どもたちも感じ取って、楽しみにしてくださっています。ある学校で

は、ボランティアが行っても、読み聞かせとかをしても本を聞くような体制ではなくて「あ、

今日読み聞かせの日だったんだ」というところもあります。その辺のところは先生方が読書を

どのように思われているか、ということが結構反映してくるのかと感じております。 

（委員） 

 子どもの読書離れということで、学校の取り組みとしては、調べ学習もひとつの方法なので

すけれど、もうひとつは朝読書という取り組みがありまして、学校によっていろいろバラバラ

というか。一般的に読書の時間は設けていて、読書の時間１０分なり１５分子どもは読んでい

るけれど先生は事務仕事をしている、というパターンが多いように感じます。それこそ教員側

の取り組みとして、多いような気がします。前任校では１０分の読書の時間が毎朝ありまして、

子どもと一緒に先生も読書しているというふうで、先生は教卓に座らずに、真ん中に出て行っ

て、子どもと一緒に本を読んでくださいと。それでも担任ってなかなかやらないので、職員室

にいる教員がローテーションで教室を順番に１冊好きな本をもって、回っていました。学校ぐ

るみで取り組む姿勢がないとやはりいけないので、そういうやり方を模索して、みんなで黙々

と取り組む習慣をつけないといけないかなと。 

（委員） 

 そういえば、子どもが小学生のときに先生方が推薦する本、校長先生が推薦する本とか。校

長先生はこういう本が好きなんだ、校長先生がおすすめの本なら読んでみようかなとか、子ど

もたちのきっかけになったかなということを今思い出しました。自分の担任ではない先生方が

推薦する本というのも学校の中でたぶんやってみえると思うのですが、やっていただけると子

どもたちが身近に感じられて先生に親しみをもって、読書に取り組めるのかなと。 

（議長） 

 図書館でも児童図書の入口のところに季節感のある掲示をしたり、新刊のコーナーがあった

り、いろいろ工夫をしてくださっているので、ありがたいなと思います。第２次子ども読書推

進計画について、いろいろなご意見をいただきました。計画にのっとってお進みいただきます
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ことを承認していただけますか。よろしくお願いします。 

 

協議事項（４）その他について 

（議長） 

それでは次に移らせていただきます。ほかにご意見もないようですので、「協議事項（４）そ

の他」に移ります。事務局からの説明をお願いします。 

（事務局） 

 失礼します。「協議事項（４）その他」につきまして２点ご案内をさせていただきます。まず

１点目ですが、平成２９年度稲沢市図書館教養講座につきまして、お手元に配布させていただ

きました資料をご覧ください。「平成２９年度稲沢市図書館教養講座 人と建築－建築空間を考

える－」と題しまして、６月３日（土）午後１時３０分から午後３時まで中央図書館研修室に

おきまして、定員５０名で開催させていただきますので、ご案内させていただきます。 

 続きまして次回の図書館協議会につきましては、平成２９年１１月を予定しております。日

時が決定いたしましたらご連絡させていただきたいと思います。お忙しいところ誠に恐縮では

ございますが、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。以上です。 

（議長） 

 ありがとうございました。以上で稲沢市図書館協議会の会議を終わらせていただきたいと思

います。これをもちまして、議長の職を解かせていただきます。それでは、進行を事務局へお

返しいたします。 

 

【閉会】 

（事務局） 

ありがとうございました。本日の日程は全て終了いたしました。最後に閉会にあたりまして

教育部長がごあいさつ申し上げます。 

（教育部長） 

 教育部長の遠藤でございます。慎重審議賜りまして誠にありがとうございました。本日お寄

せいただきました御提案をいただきまして、私ども例えばいまここに年報の２ページに図書館

目標を掲げさせていただいております。あとお配りいたしました「稲沢市の教育」の裏のほう

も図書館の協力をいただくものでございます。及び今説明させていただきました図書館の事業

計画等に沿いまして、私ども図書館の使命・責務をきちんとわきまえながら事業を進めさせて

いただきたいと考えているところでございます。たいへん色々な企画がある訳でございますが、

委員の皆さんのお力添えなくしてはこのような事業展開はできません。どうぞこれからも２年

間ご指導ご協力賜りまして、さらにこういった会議の場でなくても、随時皆さんのご意見を頂

戴させていただきたいと思っております。お気づきになられた都度で結構でございます、遠慮

なく声をお寄せいただくようお願いを申し上げましてお礼の言葉と代えさせていただきます。

本日はどうもありがとうございました。 


