
令和４年度 第１回あわら市図書館協議会 会議録 

 

１ 日 時   令和４年５月25日（水） 午後２時～ 

２ 場 所   芦原図書館 会議室 

３ 会議日程 

１ 開 会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委員長及び副委員長の選出 

４ 協議事項 

(1) 図書館の運営について 

(2) 令和３年度図書館事業経過報告について 

(3) 令和４年度図書館事業計画について 

５ その他 

６ 閉 会 

 

４ 会議資料  会議次第 

５ 出席委員  渡邉千晶・舘香織・山崎信子・大下たみ子・蔵野幾夫 

小西のぶ子・木村政彦・長谷川幸子・山本辰彦・松本浩子（敬称略） 

６ 欠席委員  なし 

７  委員以外の出席者 

甲斐和浩（教育長）・早見孝枝（文化学習課長） 

（事務局）後藤重樹（芦原図書館長）・平井俊宏 (金津図書館長) 

寺尾千恵・渡辺弘子（芦原図書館司書） 

谷本史歩・乘京美鳥・見野部素子（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 教育長あいさつ（甲斐教育長） 

11 委員長及び副委員長の選出について 

   委員長に蔵野委員、副委員長に大下委員を選出 

12 庶務報告（事務局） 

定足数（半数）について、委員10名全員の出席による会議の成立を報告 

13  委員長あいさつ（蔵野委員長） 

14 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。 

図書館の運営・令和３年度図書館事業経過報告 

 事務局   説明 

 議長    事務局からの説明は以上です。図書館の運営、令和３年度図書館事業経過報告に

ついて、何か質問等ございましたらお願いします。 

委員Ｆ   資料２ページにある蔵書統計の視聴覚資料についてですが、芦原の方は昔のビデ

オか何か分かりませんけど、処分されて蔵書数が減ったのかなと予想したのですが、

金津に関しては、そういう活動はしなかったのですか。それとも、そんな古いもの

は処分済みですか。なぜ芦原は減って、金津は増えているのか。 

 事務局   芦原図書館では、おっしゃる通りVHSビデオテープについて、何年も利用のないも

のが置いてあり、場所もとるので除籍して、今回こういう結果になっております。 

金津図書館につきましては、古いビデオというのはもうございません。それと、16

点増えておりますのは、寄贈していただいたDVDや本で付録についてくるようなCD・

DVDを登録したものでございます。 

 委員Ｆ   ありがとうございます。 

 議長    その他、何かご質問等ございませんか。 

 委員Ｈ   貸出人数とか貸出冊数というのは、記録がとれると思うのですが、この来館者数

というのはどうやってカウントしているのですか。どういう風なことでこの数字が



出てくるのですか。 

 事務局   毎日カウンターの職員が正の字で、人が入ってきたら書いていって、記録してお

りまして、毎日数が出るようになっております。 

 委員Ｈ   芦原図書館だと、カウンターの前を通った人ということですか？ 

 事務局   芦原図書館でも、前を通った人ですし、入ってこられた人を正の字で記入してお

ります。 

 委員Ｈ   金津だと、出入りして２階に行ったり、トイレに行ったりすることもありますけ

ど、そういうのもカウントしているのですか。 

 事務局   基本カウントしています。ですから、実数として同じ人が何回かっていうのはあ

ると思います。カウンター業務の職員が交代した場合、カウントしてしまう可能性

もあります。 

 委員Ｈ   別にセンサーがあってそれでカウントしているわけではないのですね。 

 事務局   はい、そうです。 

 議長    その他、何かご質問ございませんか。 

委員Ｆ   年度別利用状況一覧を見ると、貸出数も増えてきていますね。コロナ前よりも増

えているようなので、コロナの影響がなくなったということでよろしいですか。 

事務局   昨年度よりもコロナが収束して、貸出数はとても増えていました。コロナの影響

がなくなったというよりも、コロナの影響で増えたということもあると思います。 

委員Ｆ   巣ごもりで、ということ？ 

事務局   そうです。特に、土日に親子連れで来られる方が増えているみたいですね。 

議長    ありがとうございます。他に何かご質問ございませんか。 

委員Ｂ   除籍した本は、雑誌販売のときに一緒に販売するということはないのですか？ 

事務局   芦原図書館については、除籍した本は、入り口入っていただいてすぐ右側の方に

古本市という場所を設けて、一冊10円で販売しております。 

  金津図書館では、一部の本のみ販売しております。例えば、新しく旅行ガイドなど

を購入した場合、古い旅行ガイドを古雑誌販売のときに一緒に販売するということ

はございます。 

委員Ｂ   それ以外はもう捨ててしまうということですか？ 

事務局   そうです。 

委員Ｂ   雑誌販売に伺ったときに、一緒に待っていた方が、以前は古い本の販売があった

のにと残念がっていたので、そういうことがあるといいなと思ったので。 

事務局   除籍する本の状態にもよると思うのですけどね。 

委員Ｃ   来館者数と貸出人数が出ていますが、年代とか、30代40代とか、男女とかってい

う、どの利用者が多いかっていうのは分かりますか？ 

事務局   統計や貸出カードの利用数で、分かります。 

     芦原図書館は、一般書の貸出だと40代～60代の方が多いです。学生さんの利用数が

少なくて、次いで児童の数が多くなっています。 

委員Ｃ   40～60代の利用が多いということですね。 

事務局   金津図書館は、40～49歳の方が多いです。 

来館者に関しては、手で数えてカウントしておりますが、今申し上げたのは、カー

ドで貸出の多い利用者です。そのためデータとして、統計がとれております。 

 委員Ｆ   40代とおっしゃっていましたけど、男女比はわからないですか？ 

事務局   男女比を統計で出すことは可能かと思いますが、現在、男女比は算出しておりま

せん。体感としては、男性の方がお子さん連れで来館されることが増えたように思

います。 

委員Ｆ   40代って一番仕事が忙しくて、自分も図書館行ってなかったなあと思いまして。

子どもさんと、ということですかね？それだと30代くらいになるのか…。30代が多

いとなると、小学校の低学年の子どもかなあと思ったので分かるのですが、40代っ

ていうと、たぶん子どもは、中学生や高校生ではないでしょうか。 

     40代の方に来ていただくよう目指して何か企画しているとか、そういうことはない

ですか。 



事務局   利用の多い年代層については、特に図書館で、何か手段を講じなくても来られる

ということなので、今図書館として課題だと考えているのは、 やはり今おっしゃら

れたような年代ですね。中学生、高校生、大学生なんかもですけれども、 勉強しに

は来ますけど、本を借りていくことは少ないです。去年からは Instagram で、図書

館の様子を若い人を中心にお伝えして、少しでも興味を持ってもらえるよう努めて

います。そのフォロワー数の中身を見ると、他の公共団体の方が多くて。今、我々

が狙った世代の人たち（個人）に見ていただけているかっていうと、 ちょっとまだ

そこまでにはなっていないかなという実情です。 

委員Ｆ   学生は、学校に図書館があるでしょう。そちらを利用するかなと。僕が学生の頃 

は、図書館といえば町の図書館というイメージがなくて、学校の図書館というよう 

なイメージがあった。そこで、小学校、中学校の図書館と連携してとか、そういう 

取り組みはないですか。 

事務局   学校図書館の役割と、社会教育としての通常の図書館の役割と、ちょっと違うと

ころがあります。ただおっしゃられるように、情報交換が足りない部分もあります。

学校図書館のことは、学校からおいでになっている司書の方がいらっしゃるので、

どういう本が出ているのか、情報交換をしていく必要はあるのだろうな、という風

には思います。  

委員Ｆ   学校にはない本で、金津図書館、芦原図書館にある本を貸出する、そんなサービ 

スはしていないですか。 

委員Ｂ   中学校側から依頼して、図書館から学校へ本を送っていただくことがあります。 

議長    今のお話ですけど、団体貸出というのがありますね。これですと、小学校やこど 

も園、子どもクラブ、小学校までのサービスは図書館の方でやっている、あと今課 

題となっているのが中学生、高校生ですね。交流がなくなる。こちらも意見交換で 

きるといいですね。 

委員Ｈ   図書館の方の運営ということで、定休日についてお聞きしたいです。月曜日と第 

４木曜日ということで芦原図書館、金津図書館とも同じになっていますが、たとえ 

ば休みを木曜日と水曜日に分けて、芦原は水曜日、金津は木曜日にするというよう 

な考え方はないですか？一律にしているというのは、何か理由があるのですか？私 

の個人的な意見ですが、両方閉まっている時、ちょっと寂しい思いがありまして、 

どっちか開いていたらいいなという思いがあるものですから。そういう意見という 

のは、今まであまりないですか？ 

事務局   今まで利用者からそういう要望がなかったかというお話ですけれども、ありまし

た。施設の運営として、共通の第４木曜日は閉館日ですが、職員は出てきて共通の

処理をする日にあてており、月に一回だけ同じ日を休みにさせてもらっています。 

委員Ｈ   開館日の日数も、金津と芦原と違いますよね、別に金津の人が多く働いているわ

けではないですよね？ 

事務局   そうです、休みの日数は同じです。これも教育委員会の方針で、金津のほうは、

祝日も開けておくようにということになっております。 

委員Ｈ   祝日も開館していただくことは私個人の意見としては、ありがたいなと思ってい

るのですが。ちょっと、（祝日が出勤だと）かわいそうかなと思ったもので。 

事務局   大丈夫です、同じだけ休みをいただいております。 

委員Ｈ   芦原図書館の職員が増えると、祝日も開館できる可能性はあるということです

か？ 

事務局   理屈ではそうですね。 

議長    他にご質問等ございませんか。続きまして、令和４年度図書館事業計画について、

説明をお願いします。 

 

令和４年度事業計画説明 

事務局   説明 

議長    事務局からの説明は以上です、何かご質問等ございませんか。 

委員Ｆ   今年度始まった、健康診査時読み聞かせについて、第３木曜日と書いてあります



が、１歳６か月と３歳で同時に行うということですか？午前午後、ということです

か？ 

事務局   同時ではなく、毎月交代で行います。 

議長    何かその他ご質問等ございますか。何もなければ、協議事項は終わらせていただ

きたいと思います。その他について協議したいことがあればお受けします。 

 

特集展示について 

事務局   説明 

議長    ありがとうございます。特集展示について、何かご質問等ございませんか。 

委員Ｆ   本屋大賞って、図書館には大体そろっているのでしょうか。 

事務局   候補に残ったものについては、全てあります。 

議長    その他、ご質問ないでしょうか。なければ、これで協議事項を終わらせていただ

きます。その他、事務局から何かありますか。 

事務局   長時間ありがとうございました。事務局の方から他にございませんので、委員さ

んの方から何かございませんか。 

委員Ｄ   私が所属する会では、必ず年に一回他の図書館を見に行っています。図書館協議

会でも、一度県内の他の図書館を見に行くのもいいのではないかと思います。差を

認識してしまうかもしれませんが。何か私たちにもできることないかなと、図書館

のために何ができるのか。たとえば、今中高生が図書館に来ないというのであれば、

どうしたらそういう子どもたちが図書館に来てくれるのか、私たちが子ども向けに

やってきたことは、もう少し小さい子どもたちにお話を届けたいという意思でやっ

てきましたけれども…部活動があるというのも考えられますけれどもね。どこかで

本の面白さっていうのを知ってもらいたいなと思っています。何かできないかなと

思います、難しいことですけれども…。 

事務局   みなさんにご協力をお願いするようなことも図書館のほうではまた、色々と検討

して、この次の協議会の時にでも何かご提案できればと思います。昨年ですかね、

色々と皆さんのほうから、自分たちが読んで面白かった本を紹介していただく等、

できることはやってきましたからね。引き続き、委員さんの意見を参考にしながら

活動に幅を持たせられるようにしていきたいと思いますので、またよろしくお願い

いたします。ざっくばらんな話になりますけど、金津図書館ですと、金津小学校の

子どもさんが学校帰りに、バス待ちの時間に来館するのですよね。ですが、本はあ

まり借りていかないのはどうしてかと思います。そういうところを何とかしていき

たいですね。 

 議長    わかりました。ありがとうございます。他にご意見ございませんか。それでは、

以上で事務局からの説明は終わります。最後に、その他資料以外にも何かご質問、

ご意見等がございましたらお願いします。 

委員    特になし 

議長    特にないようですので、本日の協議会はこれをもって終了いたします。 

 

14 閉 会  （議長に続き、事務局から閉会を告げる。） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 


