令和元年度

第１回みよし市図書館協議会

会議録

日時
場所

令和元年６月２５日（火）午後２時から午後３時１５分まで
みよし市図書館学習交流プラザ『サンライブ』３階 会議室１

出席委員

会長 中村 直美
副会長 内田 弥生
委員 若杉 亮子、狩野

美和

欠席委員

委員

成喜、近藤

事務局

教育長 今瀬 良江、生涯学習推進課主幹兼図書館長
主任主査 磯谷 義浩、一般非常勤 古岸 裕美子
主事 鈴木 崇仁（書記）

傍聴人

なし

事務局

冨樫

桃代、秋松

芳徳
村山

孝文、

みよし市立図書館の管理及び運営に関する規則第１９条第２項に基
づき会議成立しております。
委嘱状の交付は、近藤委員が欠席のため省略します。

教育長あいさつ

開館して 3 年目をむかえるが、予想以上の入館者数、貸出冊数で喜
んでいます。いろいろなアイディアでさらに愛される施設にしていき
たいと思います。去年のサンライブまつりはいろいろな体験講座を開
催し、台風の中での開催でしたがたくさんの人が来ました。今年はサ
ンライブまつりに併せて図書館まつりも開催するので、皆さんに更に
楽しんでいただけると思います。今後も、いろいろなご意見をいただ
きながら、より良い図書館にしていきたいと思います。

会長あいさつ

愛知大学名古屋図書館の中村です。図書館めぐりが好きで、岡山県津
山市の図書館や、電子的なものを活用した図書館づくりに取り組んで
いる追手門学院大学の図書館に行ってきました。また、ニューヨーク
の公共図書館を取り上げたドキュメンタリー映画を観ましたが、アメ
リカらしい個性的なサービスも紹介されていて、参考になりました。
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自己紹介

協議会委員、事務局の自己紹介

事務局

それでは、これより次第に従いまして議題に移らせていただきます。
本日の議事進行につきましては、みよし市立図書館の管理及び運営
に関する規則第 18 条第 2 項に基づき、議事進行は中村会長にお願いし
ます。

中村会長

それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思いますの
で、委員の皆様方のご協力をお願いします。
では、議題１ 平成 30 年度の実績報告について事務局より説明願いま
す。

事務局

議題１ 平成 30 年度図書館実績報告について説明します。
平成 30 年度の図書館の利用状況等の実績について説明します。
入館者数は 26 万 4767 人、貸出人数 12 万 3353 人、貸出冊数 一
般図書 27 万 6176 冊、
児童書 18 万 3367 冊の合わせて 45 万 9543
冊です。サンネットについては、入館者数は集計していませんが、
貸出人数 3 万 931 人、貸出冊数 一般図書 3 万 9102 冊、児童
書 4 万 5517 冊の合わせて 8 万 4619 冊、総貸出数は 54 万 4162
冊となっています。対前年比では 6 パーセント、およそ 3 万冊の
増加となっていますが、自動貸出機での貸出冊数が前年の 17 万
1848 冊に対し 20 万 1491 冊と、自動貸出機による貸出冊数が増
えていることが分かります。
図書館活動の係数は、蔵書や貸出等を市民一人当たりで割った
数です。
続いて、月別利用状況をご覧ください。 中央図書館において
は、貸出人数、入館者数が 8 月で最も多く貸出人数が 7507 人、
入館者数が 3 万 2111 人、貸出冊数は 2 万 4756 冊です。
サンネットでは、貸出人数、貸出冊数とも 7 月が最も多く貸出
人数が 2460 人、貸出冊数が 7787 冊と両館とも夏休み期間中の利
用が多いことが分かります。
相互貸借の実績については、貸出 479 件、借受 612 件と、前年
度とほぼ同様の実績となりました。県内だけでなく、岐阜県、三
重県、遠いところでは石川県との相互貸借の実績があります。
続いて、9 ページ以降をご覧ください。
30 年度の図書の受け入れの内訳の表が記載されていますが、こ
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れを集計したものが、11 ページの蔵書冊数集計表になります。一
番下の表は中央図書館、サンネットを合計したものになります。
一般図書は 1 万 1346 冊の受け入れがあり、13 万 7455 冊に構成
比としては 48.97%になりました。児童図書は 6547 冊を受け入れ、
6 万 3894 冊、21.32%になりました。また、30 年度は新たに学校
支援図書を 643 冊購入しております。総合計では、2 万 4461 冊
を受け入れ、28 万 675 冊となります。
中村会長

只今の説明について、何かご意見、ご質問はございますか。

中村会長

自動貸出機の貸出の、全体に占める割合を教えてください。

事務局

全体に占める割合はおよそ 44%程度です。

中村会長

相互貸借の利用は、東海地区が多いことに加え、北陸方面も多いが、
理由はありますか。

事務局

東海北陸地区においては愛知県図書館を経由して相互貸借ができる
ためです。

中村会長

他にご意見、ご質問はございませんか。
では、続きまして議題 2
明願います。

事務局

議題 2

令和元年度事業計画について事務局より説

令和元年度事業計画について説明します。資料の 11 ページ

をご覧ください。
生涯学習推進課の事業内容について、生涯学習に関する部分は省略
し、図書館に関することを説明します。はじめに、現状と課題につい
てですが、図書館は誰もが自由に学び、文化教養を高める身近な公共
施設として市民に利用されています。今後、より一層図書館サービス
の充実にむけて、図書、雑誌、データベースを整備し、多様化する利
用者の要望に応えることが出きるよう努めてまいります。
また、新しい事業として今年度から対面朗読サービスを開始しまし
た。このサービスは、朗読者が目の代わりとなり、指定された図書等
の資料を読むサービスです。
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重点事業について説明します。
中央図書館に関して、昨年度より引き続き図書資料を整備します。
一般図書を中心に、学校支援用図書についても各学校の要望を踏ま
えながら整備していきます。
続いて、主要事業について、中央図書館に関する事業の要点を説明
します。
市民情報サービスセンター図書コーナー整備事業では今年度からサ
ンネット図書コーナーの窓口を委託しました。図書館資料の充実では
引き続き雑誌スポンサー制度による雑誌の充実を図ります。読書活動
の推進では読書感想文コンクールの実施、図書館バックステージツア
ー、一日司書体験、サマースクール事業なども開催します。学校図書
館との連携は職場体験学習やインターンシップの提携を行うととも
に、学校への図書資料の団体貸出や配本サービス、学校図書館のボラ
ンティアへの支援を行います。
16 ページが年間計画となります。図書館講座、読書啓発活動などは、
年間を通じて実施する計画となっています。図書館協議会については、
年間 3 回を予定しています。
中村会長

若杉委員
事務局

それでは、只今の事務局の説明に対して、何かご意見、ご質問はご
ざいませんか。
小中学校に向けた活動について具体的に教えてください。
各学校への配本サービスや、職員が各学校に直接出向いて、各学校
の要望に応じた読み聞かせの説明会を行っています。また、学校支援
用図書の購入を昨年度から始めました。

若杉委員
事務局

若杉委員

学校へのサポートはどのように行いますか。
学校の図書担当者会議で説明し、申請のあった学校に対して行いま
す。主な内容は、読み聞かせグループの勉強会や指導、学校の担任の
先生からブックトークや授業に関係する内容のサポートです。
対面朗読サービスの実績はどのような状況ですか。
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事務局

広報紙やチラシなどでのＰＲは行っていますが、現時点では実績は
ありません。

中村会長

夏休みやテスト期間中は開館前に並ぶ人がいますか。

事務局

数人並ぶことがありますが、整理が必要なほどではありません。

中村会長

他にご意見、ご質問はございませんか。
それでは、2019 年度の読書啓発事業について事務局より説明願いま
す。

事務局

2019 年度の図書館啓発事業について説明します。
5 月から 3 回行われた読み聞かせボランティア養成コースビギナー
編は終了し、新しいボランティアさんが約 10 名残ったので、また活動
して頂けると思います。
6 月 9 日日曜日のお父さんの絵本教室も盛況に終わらせることがで
きました。7 月 9 日から 6 回で手作り絵本教室が始まります。7 月 10
日水曜日には親子で楽しむ絵本とわらべうた教室ということで、1 歳・
2 歳児で別れてわらべうたで遊ぶ教室を開催します。8 月 24 日土曜日
の絵本ライブはサンライブまつり・図書館まつりとあわせた日程で開
催し、絵本作家のさいとうしのぶさんに来ていただいて、お子さんも
楽しめる、歌とパフォーマンスのある楽しい会となっています。
9 月 5 日（木）の近代文学教室は恒例になっていまして、今年で 4
回目の開催です。10 月 6 日日曜日は翻訳家の菱木先生による講演で、
スウェーデンの児童文学について伺います。10 月 25 日金曜日は 名
古屋のしずくの会の皆さんにグリムの昔話を主に語っていただきま
す。11 月 10 日日曜日には昔話研究者の小澤俊夫先生に、グリム兄弟の
生涯とグリム童話集をテーマに講演していただきます。

中村会長

事務局

只今の説明について、何かご意見、ご質問はありますか。
それでは、ご意見、ご質問がなければ、みよし市中央図書館窓口業
務の管理運営方針のありかたについての諮問について事務局より説明
願います。
図書館法第 14 条第 2 項に図書館の諮問に応じて協議会の方から意見
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を求めることができるという規定がありますので、それに基づいて今
回諮問をします。詳しい説明資料については次回の研修会の資料に添
付し、説明させていただきたいと思います。今年度中に委託化の効果
を検証し、今後共より良いサービスを提供できるよう、図書館窓口の
管理運営について指定管理者制度の導入も含めて、どちらがふさわし
いか、みよし市図書館協議会に諮問します。
中村会長

それでは、ご意見、ご質問がなければ、次回日程について事務局よ
り説明願います。

事務局

次回の先進地視察研修の研修先と日程は相手館と日程を調整し、連
絡いたします。

中村会長

皆様のご協力によりスムーズに協議が終了いたしました。ありがと
うございました。委員の皆様には、長時間にわたるご審議ありがとう
ございました。

事務局

これで本日の協議会を終了します。
（午後３時１５分）
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