
令和３年度 第１回あわら市図書館協議会 会議録 

 

１ 日 時   令和３年６月15日（火） 午後２時～ 

２ 場 所   芦原図書館 会議室 

３ 会議日程 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 協議事項 

(1) 図書館の運営について 

(2) 令和２年度図書館事業報告について 

    (3) 令和３年度図書館事業計画について 

４ その他 

５ 閉  会 

４ 会議資料  会議次第 

５ 出席委員  平井陽子・吉田奈美・山崎信子・大下たみ子・蔵野幾夫 

川崎扶美子・木村政彦・長谷川幸子・山本辰彦（敬称略） 

６ 欠席委員  松本浩子 

７  委員以外の出席者 

笹木幹哲（文化学習課長） 

（事務局）久嶋一廣（芦原図書館長）・平井俊宏 (金津図書館長) 

渡辺弘子・寺尾千恵（芦原図書館司書） 

見野部素子・谷本史歩・乘京美鳥（金津図書館司書） 

 

８ 傍聴者   なし 

９ 開 会  （事務局：開会を告げる。） 

10 委員長あいさつ（蔵野委員長） 

11 庶務報告（事務局） 

定足数（半数）について、委員10名中９名の出席による会議の成立を報告 

学校関係者の委員で、芦原中学校の担当教諭の異動に伴い中学校の委員の変更を報告 

12  協議事項 

規定により、蔵野委員長が議長となり会議を進める。 

(1) 図書館の運営について 

 事務局   説明  

議長    事務局から説明がありました、「図書館の運営について」何かお聞きになりたいこ

とはありますか。 

委員    特になし 

議長    ないようですので、(2)令和２年度図書館事業経過報告について事務局の説明を願

います。 

 

(2) 令和２年度図書館事業経過報告 

 事務局   説明 

委員    今、事業経過報告ということで、聞かせていただきましたが、前年と比べてどう

だとかは、この協議会の資料を見せていただいてもはっきりわからないです。この

経過報告ですが、今年の結果の数字の羅列だけのように感じます。もう少し前年と

比較しての増減の数字、又こういう理由で増減したという説明や図書館協議会とし

ての方針などあったほうが良いのではと思います。 

議長    ちょっと（耳に）痛いご意見をいただいたのですが、例年こういう書き方をさせ

ていただいております。できれば、前年度の比較の中でどうしてこうなったのかと

いうことを、ここで出せれば一番いいとは思うのですが・・。 

 委員Ｆ   毎年こんなふうで終わっているのかなあと。事務局が過去１年間いろいろ事業を

やってきたけれど、結果はこうなった。来年はこうしたい。いろいろ計画を立てて



協議会で図るのが、図書館協議会なのかなと勝手に思っていたものですから。 

 議長    おっしゃるとおりだと思います。ただ、令和３年につきましては、今お話に出ま

したけれども、事業計画の段階では、行事に何人来るか、貸出冊数が何冊かはわか

らないので、記述のしようがない部分もあります。 

 委員Ｆ   協議会として、この資料のような数字だけの羅列なら、こういうふうに集まる必

要もないのかなと思っただけです。 

 委員Ｅ   一応、委員は数字とか見て、どういうことかなと疑問に思うことはちゃんとチェ

ックして、その理由を聞いています。 

 委員Ｆ   数字を見て疑問に思うことありますか。 

 委員Ｅ   あります、あります。 

 委員Ｆ   附属資料をいろいろ過去の（数字を）見ているのですけど、前回とどうだこうだ

というのもわけがわからなかったので、附属資料を見て意見を言えと言われてもな

かなかかなと思ったので。 

 事務局   おっしゃるとおりなのですが、資料としましては、例年こういう資料で出させて

いただいており、その資料で委員の皆様から意見をお伺いしている形でした。前年

の考察は、年度末に利用者数の増減とか貸出冊数の増減などについてはしてはおり

ますが、ではその結果を次年度どう活かすかということはなかなか難しいところが

あります。形式なのではと言われてしまうと、申し訳ございませんとしか言えない

のですけれども。 

 委員Ｆ   次年度の予算折衝について、協議会からこういう意見が出たから、こうしたこと

をやりたいのだけれどと、後押し的な感じでできないかと考えるのですけれど。 

 事務局   予算と結びつけようと思いますと、なかなか難しいと思います。一定の予算（枠）

できており、（これを増やす方向で）崩す内容がなかなかありません。申し訳ありま

せん。こんな答えしかできません。 

事務局   Ｐ９の年度別利用状況一覧をご覧ください。予約数、インターネット予約数です

が、芦原図書館も金津図書館も増えております。 

委員Ｆ   インターネット予約数が増えているのは、コロナ禍の影響もあるのかと思います

ね。私はなるべく検索をして本があるかないか調べてから来館し、滞在時間を短く

しようと思っています。 

事務局   コロナ禍で、パソコン、ネットの利用が増えているのは良いことだと思います。

これからも増やしていきたいと思います。 

 委員Ｃ   ネットで蔵書検索しても、本があるのに出てこない、広報の新着図書案内を見て

予約をしたいと思っても出てこないことがありました。どういう時にそうなるので

すか。入力ミスか何かですか？ 

 事務局   広報に出ているのに、検索をかけると書誌データが出てこないということですよ

ね。広報に掲載する本は、新刊本を載せますので、原稿を書いてから１ヶ月後とか

に掲載されますので、その時、発注している本を載せるわけです。そうしますと、

たまに本が入ってこないという場合があります。それと書誌データが完全データに

なっていないと検索をかけても出ない場合があります。そういうことが考えられる

かと思います。また、ひらがなと漢字の１字でも違うと出てこないことがあります。 

 委員Ｅ   毎年もぐもぐ教室で行うブックスタート事業のことですが、孫が双子なのですが、

先月ブックスタートで同じ本を用意してくださっていたものを別な本に交換して下

さって大変喜んでいました。あと気になるのですが、受渡率は100％にはならないの

ですか。 

 事務局   昨年から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティアの読み聞かせ

は行わず、職員のみが前へ出て絵本を読んで、説明をしてブックスタートパックを

手渡す形になっています。コロナ禍の中で行いますので、昨年からどうしてももぐ

もぐ教室に出てくる方の出席率が悪くなっており、受取率が77％となっております。

通常ですと、90％ぐらいにはなるのですが、やはりコロナの影響があると思います。 

 委員Ｅ   ブックスタートを欠席し、パックを渡せなかった人は、どうするのですか。 

 事務局   一応子育て支援課からも１回通知を出しますし、図書館からも３月までに来られ 



ない方にはハガキを出してお知らせすると来られる方もいらっしゃいます。直接、 

芦原図書館、金津図書館へ取りに来られます。77％という数字は、後で図書館へ取 

りに来られた方を含めた数字です。４月、５月に取りに来られた方もいらっしゃい

ます。 

 事務局   結果的に14名取りに来られました。 

 委員Ｅ   ブックスタートはとてもいい企画だと思います。 

 事務局   双子さんですが、同じ本が２冊あっても私たちは、あくまでもそのお子さんの本

ということでお渡ししております。 

 議長    ただ今意見が出ました新着本の表示の順番等につきましては、何か事務局の方で

考えていただくことできますでしょうか。 

 事務局   検討いたします。 

 議長    他に何か意見はありませんか。 

委員Ｄ   あわら市の人口割りの蔵書数ですが、他の市町と比べて多いとか少ないとかわか

りますか。また理想の数字はありますか。 

事務局   理想の数字というのはないのですけれども、多ければ多いほど良いですよという

感じになっています。 

委員Ｄ   だいたいというか、標準ラインというものですか。 

事務局   令和３年２月開催の協議会の資料に付けさせていただいたのですが、令和３年２

月現在で、あわら市の人口１人当たりの蔵書数は、６冊です。他の市町と比較しま

すと、福井市は、4.8冊ですので、福井市より多いのですが、蔵書数を見ますと、福

井市はあわら市の９倍となっております。あわら市よりもいろいろな分野の蔵書が

充実していると思いますので、単純に１人当たりの蔵書数だけでは図れないところ

があります。 

 委員Ｄ   １人でも多く図書館へ足を運んでいただきたいものですね。カード利用者を増や

すには、例えば月１回読んだ本のコメントなどを掲載したらどうでしょうか。子ど

もの本だけでなく、自分の好きな本と出会った時、皆さんも読んでほしいとお知ら

せしたい。協議会の委員の皆さんのコメントも載せてみたらいかがでしょうか。 

事務局   実際、金津図書館では、おすすめ本紹介コーナーを設けています。おすすめ用紙

も用意してございますので、是非とも委員の皆さんの中で書いていただいて投函し

ていただけたらと思います。 

委員Ｅ   以前、広報誌にも大人向けのおすすめ本紹介コーナーがあるといいという意見が

出ましたが、一般向けにおすすめ本のコメントを載せられたら良いと思います。自

分としては、友達にラインですすめた本が、本屋大賞にノミネートされた時、とて

も嬉しかった覚えがあります。図書館に一度も足を運んだことのない人を呼び込む

ためにもあるとよいのではと思います。 

事務局   子ども向けには、図書館だよりを発行しております。大人向けの本につきまして

は、あわら市の広報に新着図書として、毎月掲載しておりますが、今館長が申しま

したように、金津図書館では、「わたしのおすすめ本コーナー」を設けております。

今後検討していきたいと思います。 

委員Ｅ   芦原図書館は、行くと閑散としています。人を呼びこまないといけないのではと

思います。今、図書館は特集されたり、注目されています。予算のこともあるので

工夫してPRしていくことが大切です。 

委員Ｆ   以前金沢の近くに住んでおりまして、近くに泉野図書館があったのですが、外観

も蔵書も立派で充実していました。やはり違いました。 

議長    金沢海みらい図書館に行ったことがあります。とても素晴らしいですが、他と比

較するのではなく、既存のもので何かアイディアを考えたほうがよいと思います。

建物の中で、ここが素晴らしい、こういう絵本がいっぱいあるという風に、芦原図

書館・金津図書館２館のものすごく光っているものをPRするのが良いと思います。 

委員Ｄ   金津図書館へ行きますが、職員の皆さん素晴らしい。前より人数も増えて余裕が

できたように感じます。 

委員Ｃ   利用されている年齢層は、どういう具合でしょうか。細かく年代はわかりますか。



利用年齢の少ない層を盛り上げると良いのではと思います。 

事務局   統計ででますが、金津図書館でいえば、土日は、親子連れが多いですが、半分以

上は、60歳以上だと思います。子どもさんの貸出カードで大人の方が本を借りられ

たり、その逆もありますので、貸出の統計だけでは、借りられる年齢層は把握でき

ないのが現状です。 

委員Ｃ   わくわくBOXで活動させていただいているのですが、ここ２、３年で土曜日開催の

おはなし会の参加人数が増えています。コロナ禍でも７～８組参加と上向きです。

以前のクリスマス会開催の時も沢山の人が来ました。あまり図書館離れしていない

のではないかと思います。 

事務局   芦原図書館は、中高生、若者層が少ないです。やはり50～60代が中心です。先ほ

どわくわくBOXさんの話が出ましたが、以前は、参加人数が少なかったのですが、コ

ロナで臨時休館した後から、急に多くなりました。なぜ増えているのかはわからな

いのですが。 

議長    他はよろしいでしょうか。それでは(3)の令和３年度の図書館事業計画について事

務局より説明願います。 

 

(3) 令和３年度図書館事業計画 

事務局   説明 

議長    では、今年度の事業計画についてご意見等がございましたらお願いします。 

 委員Ｆ   事業計画は、令和２年度と比較して、何が変わりましたか？ 

 事務局   令和２年度とだいたい一緒です。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、できなかった行事もあります。令和３年度もあくまで計画ですので、新

しく企画することもあれば取り止めることもあります。 

 委員Ｄ   コロナ禍での本の消毒についてですが、福井市の友達によると、福井市の図書館

では雑誌を載せて消毒する機械があるそうです。 

議長    すぐ返して借りてだとダメかもしれないが、紙だとほとんどの菌が死ぬそうです。 

 事務局   消毒器の導入につきましては、検討はしましたが、あれば安全を保て、安心感が

あるのですが、予算的に安いもので１台30万円近くから60、70万円かかります。維

持管理の経費も大きいです。予算や維持管理が大きい割りにその効果にも疑問があ

ります。紫外線を使うので、本が傷みますし、１回に３～６冊しか除菌ができませ

ん。金津図書館につきましては、本の貸出・返却が多くて難しいのですが、芦原図

書館につきましては、返却本を家庭用の除菌液で拭いています。拭いて効果がある

かないかは疑問ですが、本に菌がつくと72時間は残るということですので、利用者

の方が本をさがしているときにも触るので、完全に拭き取ることは難しいですね。 

 委員Ｂ   事業計画に工作教室とありますが、この工作教室は、子どもさん向けですか。子

どもが小さかった時は一緒に参加したりしたのですが、大人も参加できる工作教室

があったらよいと思います。県立図書館の講座でも大人でも参加できる消しゴムは

んこの講座とかありますので、大人向けの工作教室も増やしてみてはどうでしょう

か。 

 事務局   なぜ図書館で工作教室をということもあるのですが、大人向けの工作などは、各

公民館でもしています。図書館で工作教室をするのは、子どもに図書館へ来てもら

うという目的で行っております。また、検討させていただきます。 

議長    他にご意見ございませんか。それでは、(3)令和３年度図書館事業計画については

終わらせていただいて、その他何か質問、意見等ございませんか？ 

委員Ｆ   インターネットで図書館のホームページの新着本を検索しますと、表示の仕方が

発行年でもないし、ぐちゃぐちゃのように思います。どういうふうに並んでいます

か？ 

事務局   登録順かつ受入順です。例えば寄贈でいただいた古い出版の本でも、登録すれば

新着本となります。 

委員Ｆ   作者（著者）で一覧などを自分でソートできたら嬉しいです。 

事務局   蔵書検索で、作者（著者）検索を行えば同じ作者（著者）の本は一覧で出てきま



すが、出版順にできるかどうかまた確認してみます。システム自体がパッケージ化

されており、自由にソートするのはなかなか難しいです。ただ、例えば寄贈本を新

着図書からはずすことはできます。木下文庫（元職員の埋蔵文化財関係の寄贈図書）

ははずしてもらいました。 

議長    他にご意見、ご質問ございませんか。ないようでしたら、これで終了いたします。 

 

16 閉 会（議長に続き、事務局から閉会を告げる。） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（以上、文中敬称略） 


