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平成３０年度 第１回 稲沢市図書館協議会 議事録（要旨） 

 

１ 日  時   平成３０年５月２２日（火） 午前１０時３０分～午前１１時４５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近藤芽久美 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 欠席委員   瓜生恭一 

５ 会議同席者  教育長 恒川武久 

教育部長 遠藤秀樹 

６ 事 務 局   館長 前橋桂子  主幹 石垣哲也 塚本ゆかり  

７ 傍 聴 者   なし 

８ 議  題   （１）平成２９年度図書館事業実績について 

（２）平成３０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 

 

（事務局） 

皆様方におかれましては、本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。定刻となりましたので、只今から、平成３０年度第１回図書館協議会を開会いたします。 

会議の開催にあたりまして、教育長がご挨拶申し上げます。 

（教育長） 

 おはようございます。平成３０年度第１回稲沢市図書館協議会の開催にあたりまして、本当

にご多用の中、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。ついこの間まで桜が、そして藤

だといってから、もうあじさいの時期となってしまうわけでございますが、本当に平素より委

員の皆様方には稲沢市の図書館事業にご理解とそしてご協力、さらには積極的なご提言等をい

ただくなかで、図書館運営のほうに生かさせていただいているところであります。本当に感謝

申し上げたいと思います。 

本日は、平成２９年度の事業実績及び、平成３０年度の事業計画、第２次稲沢市子ども読書

活動推進計画の進行管理について、ご協議を予定しております。 

ご質問はもちろんですが、ご意見、ご提言を賜りますことがあればとても幸いに思うところ

であります。 

私自身少し気になることが二点あり、ちょっとお話させていただくのですが、一点すごく心

配しているのは、子どもの不読率です。１ヶ月間に１冊も本を読まないという率ですが、これ

が小学生で５．６パーセント、中学生で１５．０パーセント、さらに高校生になると５０．４

パーセントという結果が調査で出ておりました。各小中学校では色々な手を尽くして読書への

誘いをしているところであります。例えば読書紹介だとか、あるいはここにお見えになる方が、
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読み聞かせをやっていただく、先生による本の紹介など、色々手を尽くしているところではあ

りますが、それが好転すると思いきや、なかなか好転していないのが現状であるようです。学

校、家庭、図書館で、少しでも本に親しむような、本を触れるような、見るような、読むよう

な、そんな率が高くなることを期待しているところであります。 

本に対する楽しみや夢を抱かせるような、そんな取組みが求められているのではないかと感

じております。 

もう一点ですが、実は本図書館の図書館事業に関わるなかで、２８年度より利用者数、入館

者数ならびに貸出数が減少しております。これは協議会だけでできることではありませんが、

どうしたらいいのか色々な知恵を出し合い、それを施策とすることが必要ではないかと思って

おります。 

一方で、本図書館が行っている講座や研修会など色々なイベントについては、とても多くの

方に高い評価をいただいています。参加者についても期待通りの数に来ていただき、良い評価

をされていることでも心強いのですが、本分である図書館への利用者が減少傾向にあるところ

に歯止めがかからないかと強く願っているところです。色々な意味で市民のニーズは多様化し

ていますが、より図書館として充実、発展するなかで期待に応えていきたいと思っております。 

少し話が長くなりましたが、終りにあたりまして本年度も委員の皆様方により、この協議会

がますます機能していくことを強くご期待申し上げまして、簡単ですが、挨拶とさせていただ

きます。本日は、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） 

 ここでご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項の規定によりまして、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、本年度第１回目の会議でございます。事務局職員に異動者もございますので、

ここで職員の自己紹介をさせていただきたいと思います。 

・・職員自己紹介・・ 

（事務局） 

 それでは、議事に入ります前に本協議会の会長様からご挨拶をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

（会長） 

 失礼いたします。暑かったり寒かったり、皆さん体調は大丈夫でしょうか。 

極端なことを言えば、図書館は要らない、本は要らないなど、色々な意見が出ている昨今で

ございます。よく図書館に出入りしていらっしゃる皆様から、そして子どもと関わっていらっ

しゃる委員の皆様、元図書館に携わられた委員の皆様、子育てに関わっていらっしゃる皆様、

色々なご意見をいただいて、図書館にたくさんおいでいただき、魅力を発信できるような話し
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合いが出来たらなと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

（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条の規定によりまして、会長がその会議の議長となることになっております

ので、会長様、会議のお取り回しをよろしくお願いします。 

【議事】 

（議長） 

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いたしまして議事に入りたい

と思います。 

・・議事録署名者指名・・ 

 

協議事項（１）平成２９年度図書館事業実績について 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 「協議事項（１）平成２９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。 

（事務局） 

協議事項（１）平成２９年度図書館事業実績について説明（資料「協議事項１」）。 

（議長） 

 大変丁寧な、膨大な資料でのご説明ありがとうございました。質問がありましたら、お聞き

したいと思います。 

（委員） 

すみません。毎度変な質問ばかり申し訳ございません。稲沢市の図書館のレベルはこれを見

させていただくと分かるのですが、昔は図書館協会というものがありまして、そこでは図書館

の指標という、全国的なレベルを測るものがあったのですが、今の図書館協会ではそういった、

図書館指標といった資料は手に入るのかな、と。 

（議長） 

 そういう指標はあるのか、という。 

（委員） 

 稲沢市が、愛知県レベルではどの辺の指標を比較するとレベルが比較できて、そしてそれは

議会に対してもある意味、説得力はあったと感じていたのですが。 

（事務局） 

 毎年、愛知県図書館協会が、県内の調査を行い、とりまとめを国に報告しているのですが、

大体どこの図書館も全体的に減少傾向にあります。ただ、指標というものが数字として示され

てはいないのですが、各市が出している年報のなかで、行政効果や市民一人当たりの貸出冊数

などを報告するところはございますので、稲沢市におきましては、今回平成２９年度最新のも

のでみますと、市民一人当たりの貸出冊数、総貸出冊数を人口で割った数が１０．７冊、去年
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が１０．９冊、その前が１１．４冊となります。隣の一宮市で７．８冊、平成２８年度７．８

冊、２７年度７．８冊、年報で確認できるところでいくと、刈谷は７．７冊、清須も３．４冊、

津島が６．４冊、春日井が３．９冊ということで、決して低くはない数字ということで理解し

ております。 

（委員） 

そのように把握していらっしゃれば安心といいますか、ありがとうございました。 

（議長） 

 県下では魅力的な図書館という確か評価だったかと思います。そのほか、ございますか。 

私が質問してはなんですが、６ページの「郷土資料」。上から１０列目くらいのところ、一般

内訳の中に、郷土資料の蔵書１６，８１６冊があるわけですが、これ、主に何ですか。 

（事務局） 

 郷土資料とここで位置づけされておりますのが、中央図書館で申し上げますと１階の調べも

のコーナー、調べもの室に、Ａというコードで集められております、基本的には県内の資料、

あらゆる分野に関わっておりますが、県内の資料が一応郷土資料として位置づけされておりま

す。 

 

協議事項（２）平成３０年度図書館事業計画について 

 それでは「協議事項（２）平成３０年度図書館事業計画について」を議題としたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

（事務局） 

協議事項（２）平成３０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。ご質問、ご意見取り交ぜて色々お伺いしたいと思います。いかが

でしょうか。 

（教育長） 

 ひとつ、よろしいですか。 

（議長） 

 はい、どうぞ。 

（教育長） 

先ほど委員さんからあって、他の図書館と比べて一人当たりの冊数がいいですよという事務

局の説明ですが、それで終わりではないと僕は思っているのです。例えば、この年報でみる数

字がすごく減ってきているのは、本当に大きな問題なのです。元が良かったのなら、議員の方

や一般の市民の方がみたら利用率が減っているのではないかと思われるなかで、どうしたらい

いかと最初の挨拶でお話させていただいたのですが、実は例えば教養講座とか色々な講座をや

っていただいてその講座には人が来ていただけるのですよね。それが、図書館の方に足が向い

ているかということがあると思うのです。 
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そこで、図書館としてひとつ考えなければいけないのが、例えばはじめての雅楽なら、雅楽

に関わる本を紹介するとか、参加者に、本に向いてもらえる方向に、図書館に向いていくよう

な形で努力している様子を分かってもらうことが大事かなと、僕は個人的に思っているのです。

人口は間違いなく減ってきているので、そのなかで若干の減少も止むを得ないのですが、この

立派な図書館でもこうなってしまう。あまりに減ってしまうと、大きな危機感を持っていかな

いと図書館そのものの存在意義がなくなってしまう。そのうちどんどん、はっきりいうと３館

あるうち１つにしたらどうだとか、問われかねないので、僕は数字を大事にしていかないとい

けないと思っております。祖父江は祖父江に近い人たちにとって便利に働くような形で、地域

の近くにあることはすごく大事でいいことだと思っていますが、減少がどんどん進んでしまう

と、１つでいいのではないかと、問われかねないです。 

今現状でどうこういうわけではないですが、それではいけないので問題提起させていただい

ている。簡単には解消してないですが、なんとかいい知恵を出していただきたい。事務局はそ

れ以上に考えなければいけないことですが、もしご意見あれば伺います。 

（議長） 

そうですね。きらら会の皆さんにも、いつも沢山の子どもたち２４０人とか年間来るわけで

すけれども、今、本にその後向くかというあたりのところは。 

（委員） 

 図書室のお話し室で読み聞かせをすると、だいたい２人か３人で３０分読み、人によって選

ぶ本が違うので色々な種類の本を読むのですが、子どもが大体１０人か２０人入って下さって、

「この本、図書館の本ですか。」とか聞いてもらえるととてもうれしいのです。魅力のある図書

館について、読む本を探しにくるだけではなく、どうしたらもっと魅力のある図書館、みんな

が来たいと思う図書館になるか、意見を交換し合うといいのではないかなと思います。最近テ

レビでも、ブックカフェが流行っているのをよく見るのですが、今までにないアイデアを工夫

してブックカフェに取り入れており、議題には出ていても、それで終わってしまうので、例え

ばこういうコーナー作ったらどうとか、些細なことでいいのでみんなが声を発することでもっ

と話が広がり魅力ある図書館になるのではないかなと。 

（議長） 

 口コミでね。広がるとかね。些細なことでいいですから。 

 他はいいですか。 

（委員） 

 平和町にいたっては支所が図書館の下に移動したので、増えていると思ったのですが、増え

ていないみたいでちょっとがっかりしたのです。支所に見える方が書類などを申請して待つ間

に図書館でちょっと時間を潰してこようかというつながりができて、平和町もっと増えている

と思ったのですがなぜか増えていない。 

（議長） 

２階に上がるのが面倒くさいですよね。 
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お年寄りの方は、階段を上がってというのがちょっと。 

（委員） 

 かもしれません。 

（委員） 

 色々なやり方があると思うのですが、１つの案として今ちょっとお話しすると、子どもの児

童図書だったら今昔話とか色々な出版社のものがあるのですが、今は配架がバラバラなのです

よね。それを桃太郎とか金太郎とか全ての昔話を１つのコーナーに集めて同じ話でも色々なの

がありますよと、そういうコーナーを作るとお母さんたちが、「あっ」と思って、「こんなのが

あるんだな」と比べてみて手に取りやすくなると思うのです。 

（議長） 

「私だったらどれ選ぶかな」とか。 

（委員） 

 絵も色々あるし、お話もいっぱいあるので。今は例題でこういうことなのですが、ヤングコ

ーナーとか一般の方でも、こういう場で意見を出し合えば色々なやり方があるのではないかな

と思います。 

（議長） 

 前、ありましたよね。数年前に受験対策の夏休みに。面接のときに役立つような本を、高校

生が勉強して。そういうのもありましたね。 

（委員） 

 定期的に変えていかないといけない。ずっと同じだとまた変化がなくて、人が来ない。 

（議長） 

 ２階変えていますよね。月によって。今月の本の紹介みたいなの。どうですか。 

（事務局） 

 今の２階のほうのＹＡコーナー及び一般図書のコーナーにつきましては、業務委託をしてお

りますＴＲＣのほうで定期的にリニューアルしています。で、そのときに工夫しているのが、

ディスプレイに凝っていて、かなり色々な作り物をして目を引くように工夫していただいてい

ますので、一度先生方もご覧いただけるとありがたいですが、ただ、いかんせん、それをやっ

ていても学習にくる学生は多分一瞥もしていないという、この辺が痛いところでございます。 

現状としては定期的にわりに面白い企画としてやっていますので、一度ご覧いただければと

存じます。 

（委員） 

 昨年８月に県の学校図書館研究大会があって、講師にブックディレクターの幅さんという、

津島出身の方から話を聞く機会があって、直接色々な本と出会いの場を作る、教養講座をやっ

て関連リンクした本を展示するなども１つなのですが、例えば空港の待合室にこれから出発す

る色々な国の本を置くとか、アイデアを絞って工夫していくと本との出合いが増えて、利用者

も増えるかなと去年感じたところです。 
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（議長） 

 先生たち、図書館部会にちょっとお願いなのですけれど、小正地区の方、小正地区の子ども、

すごく来ているのですよね、この図書館に。その理由を知りたいなって、ずっと前から思って

いるのです。私の知り合いですと、今日のお料理を決めるのに図書館に来るとか、物を作るた

めの縫い方、小物作りの縫い方が分からないから図書館に来るとか、そういうお母さんがたく

さんいらっしゃるのです。でもそれは単に遠い近いだけの問題でもないような気もするのです

が、それをちょっと宿題で学校にお願いしたいと思います。そのほか、ございませんか。 

（委員） 

これもまた３年ぐらい前に東海地区の学校図書館研究大会の図書館の視察に参加して浜松市

の市立図書館を見学してきたときに、そこは調べ学習コンクールみたいなのをやっていて、と

にかく図書を使って夏休みの課題として、調べ学習をやってその優秀作品を展示するコーナー

があったのですね。こういうのも図書館が主催して面白いなということを感じました。 

（議長） 

 より本に親しむというのか、意欲出して本を読んでみる。いいアイデアが。 

（委員） 

 色々アイデアがあるかなと。 

（議長） 

 犬山で読書貯金通帳だったかなにか話が出ていましたね。何冊分、お金を入れたみたいな感

じで読むと１００円とか１，５００円とかお金のように読んだ本を貯めていって、表彰という

ような、たくさん本に出合える意欲付けをしているようなお話も去年はありました。 

（委員） 

 新聞にも載っていましたね。犬山の。 

（議長） 

 はい。それからあと、本から離れるのですが、絵を借りる人がいるのですよね。図書館には

本だけでなく色々なものが収蔵されていますね。絵を借りて来客があるときに取り替えるとか

図書館に来て借りていってという話も聞いたことがあるのですが。この図書館って何枚くらい

絵があって、そのあたりのところ図書館に足を運ぶ１つのきっかけになればなと思うのですが、

どうでしょう。 

（事務局） 

 複製絵画について簡単にご説明を申し上げます。中央図書館には開館時の段階で複製の絵画

を収蔵し一般の方に１ヶ月の期間でお貸しするという制度を設けております。その３０点の内

容は内外に大変著名な作品が集まっております。年間の利用が大体５０件弱です。年報の２９

ページをご覧いただけますでしょうか。そちらの貸出ベスト５の全館の⑥の「絵画」、当然中央

図書館だけでございますが、一番借りられているもので１１回、以下５回以下という形ではあ

りますけれど、ご利用いただける絵画がございます。今そういう状況でございます。 

（議長） 
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 ありがとうございます。これ例えばどこか図書館の入り口辺りに紹介してその関連の本を並

べることも１つのアイデアとしてどうかなと。色々労力の要ることでありますが、市民の方に

知っていただくにはいいかなと。 

（委員） 

 関連して、本質的な質問ではないかもしれないですが。デュフィの「３０歳、またはばら色

の人生」、僕はデュフィ展をみて、すごく印象に残っているのですが、なぜこのデュフィの作品

が１１回も借りられているのですか。 

（議長） 

 でも人気あるのですね。どう思ったのですか。 

（委員） 

 僕デュフィが好きで。愛知県立美術館で２年ぐらい前に展覧会があって、デュフィは晩年リ

ウマチみたいな病にかかったにもかかわらず病を乗り越えるべく、生きる喜びを表現した作家

で好きだったのです。１１回って、これはヒントになるのではないかと思いましてね。 

（事務局） 

 前年のデータを手元にもっていないのですが、正直申し上げて、これ、年によってかなり違

うのです。前の年は葛飾北斎のかの有名な「凱風快晴」、あの絵が１位だったこともありますの

で、これはもう少し詳細に確認してみなければ分からないのですが、あるいは１人の方が何回

も利用されたか。なんとも言えませんが、回数が傑出しておりますのでそういう可能性だけ知

っていただければと。 

（議長） 

 額に入っているのですか。 

（事務局） 

 はい、額装で。 

運んでいただくための袋もご用意しておりますので。貸出券をお持ちの方であればどなたで

もお使いいただけます。 

（議長） 

 並べてみて済ませるのも。皆さんの玄関先にいかがですか。ごめんなさい。横道にそれそう

でございます。ありがとうございました。今のところ、よろしいですか。 

（委員） 

 一点だけ。時間が迫って恐縮ですが、こういう資料を見ていると職員の姿が見えてくるので

すが、研修会とかそういうのがあったときに積極的に参加してみえますか。色々な勉強会とい

うか。 

（事務局） 

 愛知県図書館が主催している研修会が年に何回かございます。それに関しては、可能な限り

職員のうちの誰かに行っていただくようにはしております。ただ具体的なサービスとかの講座

となりますとどうしても経験年数を問われる講座などもございますので、一応一般の職員が参
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加できるものについては、１名は行ってもらう様には努めておりますので、こういう機会があ

りましたら努めていきたいと思います。 

（委員） 

 ありがとうございました。 

 

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 

（議長） 

 では、次に移らせていただきます。「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」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

（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） 

 ありがとうございました。子ども読書活動については国・県が子どもの読書環境を整備して

良いものにしていくというモットーに稲沢市も行っております。アンケートもするということ

で内容それから方法等についてご質問ご意見伺いたいと思います。 

学校の現場の様子聞いてみましょうか。 

（委員） 

 はい。とても実態が反映できるようなアンケートだとは、もちろん思っていまして。 

（議長） 

 お母さんたちも協力的で。 

（委員） 

はい。協力的でした。実際担任の先生が集約のほうもやってくださって、学校にとっては本

当に自分の実態が分かったし良かったと思います。 

（議長） 

 平成２１年に子ども読書活動の推進計画ができて実施に移されて、学校の一斉読書の時間、

実施率、親子読書について、一概に下がっているわけではなく、２９年については一番初めの、

平成２１年に比べると随分上がっております。家庭での読書活動のパーセントも随分上がって

きていて、私としては一概に暗い気持ちにはならないですが、実際の小さいお子さんらと会わ

れたりする方、子ども会に色々な多方面に関わっていらっしゃる方、どうでしょうか。 

（委員） 

 この市子連（市子ども会連絡協議会）でも、お母さんたちが仕切った行事を子どもたちに参

加してもらうという形ではなく、子どもが計画した行事で子どもに楽しんでもらおうというふ

うになっていて、今度の、６０周年の郷土カルタ大会を異世代交流ということで、おじいちゃ

ん・おばあちゃん世代とお母さん世代と子どもたちで楽しむという行事を行うのです。これも

子どもたちにルールや呼び寄せを考えてもらおうとしているのですが、話し合ってもらうと大

人では考えられない意見とかいっぱい出てくるので、こういう会議とか子どもにさせても面白
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いかなと思って。子ども図書館会議とかそういうふうにすると、アンケートでは出てこない意

見が拾えるというか、そこに興味ある子、ない子も交ぜて、図書館委員とかやっている子は多

分図書に。 

（議長） 

一生懸命だろうね。 

（委員） 

 意外とこの人絶対読んでないっていう子もぱっと見いるじゃないですか。そういう子も交ぜ

て会議をさせるとすごく楽しい意見が出て、面白いなといつも日々思うのです。子どもたちが

話している様子をみていると、なるほどそこに目が行くのかと、楽しいことを経験させてもら

っています。子ども、親、もう高校生になってしまうと逆に意見が大人よりになって。 

（議長） 

シャイになるよね。 

（委員） 

 仕切ってもらうのも大人が仕切ると意見を言ってしまうものですから、ジュニアリーダーと

いう子ども会から出た、大学生や高校生、中学生の方に仕切ってもらって子どもたちに話し合

いをしていただいているのですが、それもすごくいい感じで、子どもの意見を吸い上げてくれ

て面白いです。 

（議長） 

 本に対するニーズが出ていますものね。なるほど。面白い。一応、アンケートはこれでやっ

ていただくのですが、それ以外にそのような意見の吸い上げ方もあるのではないのかというこ

とですね。また、市子連のほうでもよろしくお願いします。そのほか、実際に実施していただ

く手間隙も色々あるわけですが。 

（委員） 

内容は変えられないのでしたよね。 

（議長） 

そうですね。 

（委員） 

 今後のアンケートの下に、例えば何かあなた自身で図書館に足を運ぶ方法を考えられますか

とか聞くとか。いまさら項目は変えられないですよね。 

（事務局） 

 第１次子ども読書活動推進計画では一切設問を変えないという内容で進めさせていただきま

したが、第２次に関しましては、お手元の３－４の小学校（児童用）の２ページをご覧いただ

けますでしょうか。Ｑ２－１という設問がございます。その下に、アンダーラインが引いてあ

るのをご覧いただけますでしょうか。このアンダーラインのひいてある設問というのが、最初

にお示ししました進行管理表に直結する設問ですので、これに関してはやはり変えることが出

来ない設問になります。それ以外につきましては、ある程度弾力性を持った設問をということ
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で、今回させていただいておりまして、例えば、設問のなかで児童用の１ページ、Ｑ１－３の、

「本を好きになったきっかけは何ですか。」というところ、これも前回のアンケートでも示させ

ていただいたものではございますが、その中にこれまでの学校図書館での読書活動等を参考に

させていただいて「友達にすすめられて」という項目を１つ追加させていただきました。その

ように若干の変更とか弾力的運用は可能かと存じますので、ぜひご意見がございましたらいた

だきたいと存じます。ただし、可能性としてあまり込み入ったことを質問すると、高校生の場

合、回答を拒否する傾向がございますので、そこは勘案していただければ助かります。 

（議長） 

 貴重なご意見をいただきありがとうございました。そのほか、よろしいでしょうか。 

 

協議事項（４）その他 

（議長） 

それでは、ほかに質問もないようでございますので、「協議事項（４）その他」に移ります。

よろしくお願いします。 

（事務局） 

 特にございませんので、よろしくお願いいたします。 

（議長） 

はい、それでは今日ご協議いただきましたこと全て御了承いただけますでしょうか。他に意

見もないようでございますので、以上をもちまして協議事項を終了させていただきます。本日

提出されました協議事項につきましては、皆様のご協力により承認されました。また議事がス

ムーズに進行できましたのも、皆様のご協力によるものでございます。ありがとうございまし

た。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。 

（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、閉会にあたりまして

教育部長よりご挨拶申し上げます。 

（教育部長） 

慎重なるご審議を賜りまして誠にありがとうございました。お寄せいただきましたご意見で

ございますが、今お示しをさせていただいております平成３０年度の図書館事業計画、これに

沿いまして、ご意見を踏まえまして事務を進めてまいりたいと思います。図書館がこのように

行っております施策、要所において皆様方のお力添えをいただかないと成り立っていかないと

いうことでございますので、引き続きご指導ご助力を切にお願い申し上げます。 

常々申し上げておりますように、この会議、次は２月ということになってしまいます。会議

だけではなくて日々お気づきになられましたことを、私ども、この会議でも魅力ある図書館と

して存在をしたいと思っておりますので、どうぞお気づきになられた都度で結構でございます

ので事務局のほうへお寄せいただきますようお願いいたします。本日は貴重な時間どうもあり



  

 - 12 - 

がとうございました。 

 

 

 

 


