
 
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 
 

 会議名称 令和２年度 第１回伊達市立図書館運営協力会 

議  題 

(1)教育長への口頭提言結果について 

(2)今年度の会議等開催日程について 

(3)読書感想文・感想画事業及びみんなのオススメ本ＰＯＰコンテストについて 

(4)図書館の整備について 

開催日時  令和 ２年 ７月１６日（木） １４時００分～１５時１０分 

場  所  伊達市立図書館 ２階 視聴覚室 

出席委員 

 安藤  明 委員  小倉  敬 委員  万代  淳 委員 

 本多 正機 委員  伊藤 洋子 委員  田中八千代 委員 

 坪  美幸 委員  小林 浩路 委員  立花 和実 委員（計9名） 

所管部課名 教育部図書館 

公 開 

非 公 開 

の 別 

■  公 開 傍聴者の人数 ０名 

 □  非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

１．開会（事務局：図書業務係長） 

２．部長挨拶 

３．議題【詳細は別紙のとおり】 

（１）教育長への口頭提言結果について 

（２）今年度の会議等開催日程について 

（３）読書感想文・感想画事業及びみんなのオススメ本ＰＯＰコンテストについて 

（４）図書館の整備について 

４．その他【詳細は別紙のとおり】 

 ・当館の新型コロナウィルス感染拡大防止への対応等の報告 

５．閉会 



【別紙（「３．議題」及び「４．その他」への質疑応答）】 

 

議 題 

（１）教育長への口頭提言結果について 資料１ 

会 長：資料１の提言内容に基づき、今回は教育長へ口頭で提言を行った。今まで

提言してきた多くのことが図書館を建てかえることでかなりの点が改善

されるということで是非にと提言してきた。 

    １つ目の内容のうち、特に、図書館施設整備の早期実現についての５点について

具体的に話してきた。 

    また、２つ目の学校との連携強化については、読書活動を進めるには児童・生徒

のときに本との繋がりが大事だと思うので、学校との連携が効果的ではないかと

提言した。また、そのためには現状の職員数では対応できかねるとして、図書館

職員の人員配置について配慮してほしいということも話した。 

    概ね、良い反応をいただいたと感じた。 

副会長：図書館の整備については、他の事業との兼ね合いもあるが、早い段階で整備を進

めていきたいとの返事もいただいた。 

事務局：当施設の耐震診断を行うための補正予算を今月開催の臨時議会に上程する予定が

ある。少しずつではあるが整備に向けて進んでいる。 

    また、学校との連携強化については、学校の規模や読書への取り組み方法など、

それぞれの状況を踏まえて進めていきたい。 

各委員：＜意見なし＞ 

 

（２）今年度の会議等開催日程について 資料２ 

  ＜事務局案どおりで可決＞ 

 

（３）読書感想文・感想画事業及びみんなのオススメ本ＰＯＰコンテストについて 

                                    資料３ 

事務局：しばらくの間、読書感想文・感想画事業は休止とし、今後は昨年度実施し、好評

だったみんなのオススメ本ＰＯＰコンテストを図書館の読書活動の啓発事業と

して進めていきたい。 

委 員：小学生・中学生・高校生のそれぞれの応募数を示してほしい。 

事務局：小学生315件・中学生11件・高校生276件で合わせて602件の応募数です。 

委 員：読書感想文・感想画に比べると応募数がかなり多くて、結構関心もあるし、そう

いうことを通して読書活動に繋がったり、作品を通してまた本を読もうという子

どもが増えたりとか、いろんな効果が期待でき非常に良い取り組みだと思うのだ

が、小学生・高校生に比べて中学生が少ないように感じる。その原因の分析があ    

るのかどうかと、小中高校生にどういう形で案内をしているのか。 



    また、今後、中学生の応募数を増やすために取り組みを考えているのか。 

事務局：教育部指導室にご協力いただきながら、チラシ・実施要領・コンテストの台紙を

各学校の児童生徒の人数分を直接お持ちして、児童生徒に１枚ずつ配布を依頼す

るとともに、投票箱を校内に配置していただいた。 

    小学校からの応募数が多い理由としては、授業のカリキュラムで取り上げている

こともあるのと、高校生が多いのは伊達高校で学校全体として取り組んでいただ

いた経緯がある。 

    中学生は、部活動などで関心がある生徒が任意に応募してきているようだ。 

    ただ、本年度については新型コロナウィルスの関係があるので、去年のような形

になるかどうか未定だが、今後、再度ＰＯＰコンテストのＰＲをして応募への声

掛けをしていきたいと考えている。 

 

（４）図書館の整備について 資料４ 

事務局：当会や伊達市立図書館あり方検討委員会でも提言いただいているところだが、今

年の１月から６月にかけて伊達市議会の連合審査会でも図書館のあり方につい

て協議が進められ、６月２９日に資料４のとおり中間報告が市長及び教育長にさ

れた。 

委 員：場所について、市街地がいいとか色々な意見も聞こえてきていたが、この場所が

妥当だという意見だったようで、この場所を中心に整備を考えていくという報告

のようだ。 

委 員：３ページに（４）図書館サービスについてや（５）資料についてなど取り上げら

れているが、この中間報告はこの委員会やあり方検討委員会で出た意見をベース

にして、連合審査会が出した意見なのか。 

    例えば（４）①は教育委員会の方向性なのか。 

事務局：この中間報告は、連合審査会の議論の中で出たものをまとめて、市長と教育長に

報告したものなので、議会でこういう意見がでたということ。 

    前提は、当会やあり方検討会の提言がベースになっているはず。 

委 員：議会の中からこういう意見がでるのは非常に心強い。 

委 員：当会が発足し、あり方検討委員会ができ、少しずつではあるが形になって

きている。それを市議会で取り上げてくれるというのはすごく心強い。 

委 員：議会で取り上げてくれただけではなく、我々が考えていることと同じこと

を考えてくれているのが心強い。 

    ただ、学校図書館司書教諭退職者などによる指定管理の検討とあるが、こ

れは指定管理制度を採り入れるという意味合いなのか。 

事務局：それについてはそうだが、相容れない項目が掲載されている。色々な意見が出さ

れていて、選択肢がいくつも出ている。 

委 員：学校図書館教諭とういのは司書ではないし、高校では図書の専門家では実はない



のでどうなのかと思う。 

委 員：指定管理については、当会ではそぐわないから、直営でと何度か提言している。 

   ところで、このように中間報告が出されたが、今後どういう風に進められ

ていくのか。 

事務局：運営基本方針や今回、市議会からいただいた意見を踏まえて、まずは耐震

診断の後にどうしていくのかは、基本設計のパブコメを行うとか段階を踏

んで進めていく。 

委 員：議会でこのように取り上げられたということは、ある程度の改修は今後年

度計画をもって進めていくということになったのか。この中間報告では、

やるようなやらないような色々な意見が上がっている。教育委員会の方で

は進んでいこうという気持ちなのか。 

事務局：どのくらいの速さで整備を進められるのかということと、この建物がどう

なのかということがわからないので耐震診断を行い、使える場合と使えな

い場合のそれぞれのスケジュールとなるが、少なくともゴールに向かって

進めていかなければならないと考えている。 

委 員：当会がせっかくあるので、市が向かっていく方向にアシストできるように

ある程度のスケジュールなどがわかればと思う。 

委 員：耐震診断は１２月頃までかかるのか。 

事務局：半年ほどかかるとのことだが、それ以前にある程度の見込みがでることを

期待している。 

委 員：仮にこの建物が使えるとなった場合、現状と同じように靴を履き替えて入

ることにしかならないのか。今までも土足利用できれば、車いすの方の利

用にとってもとよいのではと話にでていたと思う。 

事務局：仮に増改築となったとしても土台と柱が残る程度で、いただいているご意

見にあるような飲食ブースや読み聞かせコーナーの配置は当館としても

必要だと考えている。また、当館が置かれている環境と利用者の方の利便

性のバランスを考えてどうすればいいのかも重要である。そのため、絨毯

をはがして書棚を変えてでは対応できないととらえている。 

委 員：広さ的にはこの大きさでいいのか。全然足りないような気がするのだが。 

    例えば、南側の駐車場に新しく建ててもらって、今図書館があるここを駐

車場にするとか。 

事務局：歴史の杜全体の連携も考えながら、市民の皆さんに使ってもらってこその

施設なので、ご意見をいただきながらとなる。また、新しい高校ができる

ので、そこで生じるニーズに応えられるとより良いと考える。 

委 員：昨年度の口頭提言での学校との連携強化だが、学校図書と図書館は別物な

ので、図書館からどうぞというのは中々やりづらい部分もあると思う。 

教育委員会としてはどう受け止めて、どう動こうとしているのか。動く意



思があるのかが大事だ。昨年度視察した新ひだか町では図書館がどんどん

学校に入って図書室の運営をしているが、伊達市内の小中学校はそういう

ことを望んでいるのか、どの程度のことを望んでいるのか、その実態がわ

からないと何をしたらいいのか。 

その実態は図書館が調べるものではなく、教育委員会の仕事だと思う。 

教育委員会が図書館と市立小中学校との連携をどういう風に進めたいと

思うのか、学校側の意見・図書館側の意見のすり合わせを行い動いてくれ

ないと言葉で終わってしまう。双方の思いの確認が必要だと思う。 

事務局：以前に学校教育の担当と連携について話し合ったことはあるが、現在学校

の統廃合が進められている状況にあるので、今後、落ち着いた時点でどう

いう連携ができるのか話し合いながら進めようという話をしている。 

委 員：我々の今回の提言というのは、図書館からというより、学校からの要望が

あればという前提での話をしている。具体的な話までに至っていない。 

委 員：提言で大項目として取り上げるのは初めてだと思う。昨年度の視察で良い

と感じて取り上げたが、学校現場でどう思っているか、何を思っているの

か調べることは必要だと感じた。 

 

４．その他 「当館の新型コロナウィルス感染拡大防止への対応等の報告」 

事務局：閉館期間・サービスの変更内容等を時系列で紹介。 

    滞在時間をできるだけ少なくという時期には、司書がおすすめ本のセットを作り

悩んでいる来館者に紹介する初めて試みを行った。 

    現在は、閲覧場所を７か所にして利用を１時間以内でとしている。新聞・雑誌の

閲覧も可能で、新聞については導入した消毒機で利用後は消毒している。 

    また、今年度初めて室蘭市の新和産業株式会社から青少年向け図書の寄贈をいた

だいている。 

    イベントについては８月１日から読み聞かせなどを再開する。 

    ブックスタートボランティアの活動について、ブックスタート事業は新型コロナ

ウィルス感染拡大防止の観点から、今年度は当面中止とし、対応は司書が行って

いる。ブックスタート・ステップ事業は、当館で実施していることと対象者の都

合での来館になることから、密になりにくいと考え、例年どおり実施している。 

各委員：＜意見なし＞ 

 

 

 

 

 

 



 
令和元年度 伊達市立図書館運営協力会 
教育長への口頭提言内容 [令和元年 11 月１日] 

 
 
１．図書館施設整備の早期実現 

「⼤⼈と⼦供の空間分離」「閲覧席の拡充」「書架の充実」といった、これま
で運営協⼒会で提⾔したことのある⼤半の項目を解決するため、早期に施設
整備を実施していただきたい。 

また、本年 6 月 27 日に実施した「新ひだか町⽴図書館」視察を踏まえ、伊
達市⽴図書館に活⽤・応⽤すべき点を整理したので、増改築の際に反映してい
ただきたい。 

①学習室の拡充、雑誌スペースの効果的な配置など、利便性向上 
②⻑時間滞在に対応した明るく快適な空間の確保 
③飲食スペースの充実、自動販売機の設置 
④児童書の五十音順配置 
⑤余裕を持った図書資料配置 
 

 
2．学校との連携強化 

新ひだか町⽴図書館では、教育委員会からの要請で町内小中学校図書室の
本の管理を図書館職員が⾏っていた。市内の小中学校（義務教育学校）につい
ても、学校運営の方針や意向はあるとは思うが、図書資料の専門職を配置して
いる図書館という施設が市内にあるのだから、授業や課外学習のみならず、学
校図書室の運営管理においても、市⽴図書館を積極的に活⽤いただきたい。 

また、現在の図書館職員数では、現状を超える事業には対応できないので、
このことが実現化する際には図書館職員の⼈員配置について十分に配慮いた
だきたい。 

資料１ 

（全 1 ページ） 
 



今年度の会議等開催⽇程について

令和２年度 伊達市⽴図書館運営協⼒会 開催⽇と協議事項(案)

回 日時 内容

第1回 令和２年７⽉16日(⽊) 14時00分〜

(1)教育⻑への⼝頭提⾔結果について
(2)今年度の会議等開催日程について
(3)読書感想文・感想画事業及びみんなの
 オススメ本POPコンテストについて
(4)図書館の整備について

第2回 令和２年８⽉25日(⽕) 14時00分〜
(1)今後の図書館の運営について
(2)教育⻑への提⾔について

第3回 令和２年10⽉22日(⽊) 14時00分〜 (1)教育⻑への提⾔について

第4回 令和３年２⽉上旬〜中旬 14時00分〜 (1)教育⻑への提⾔結果について

資料２

（全1ページ）



 

 

令和２年度 「みんなのオススメ本 POP コンテスト」実施要領 

 
 
１．趣  旨 

読書を通して感じた喜びや楽しさや感動などを文章や絵で表現することに
より、読書に対する興味や意欲を継続・向上することを目的とする。 
 

２．主  催 
伊達市教育委員会（主管 伊達市立図書館） 

 
３．応募資格 

・市内小中学校及び義務教育学校に在籍している児童・生徒 
・伊達市在住の高校生、伊達市内の高等学校に通学する高校生 
 

４．題  材 
伊達市立図書館（本館・分室）で貸し出しをしている図書（雑誌・コミック・

郷土資料・新聞を除く。） 
 

５．作品の応募方法 
  所定の応募用紙（伊達市立図書館（以降「市図書館」）及び各学校で配布）

で作成した作品を、市図書館本館か各学校に設置する応募箱に投函する。 
※応募作品は、応募期間中に数回市図書館スタッフにより回収予定 

 
６．募集期間 
 ・令和２年 6 月 16 日（火）〜令和２年 9 月 20 日（日） 

・各学校の応募箱は 9 月 11 日（金）頃まで設置 
・市図書館本館の応募箱は 9 月 20 日（日）まで設置 

 
７．応募可能作品数 
 1 名につき 1 作品 
 
 
 
 
 
 

資料３ 

（全６ページ） 
 



 

 

８．作品について 
①市図書館指定の台紙を使用すること 
②表面は「題名（キャッチコピー）」「読んだ本（題材）」「本文」を記入す

ること。文章・イラストの構成や向きは自由（ただし立体作品は不可）だ
が、本文の中に「なぜこの本を勧めるのか」が明確に表現されていること 

③裏面に「学校名」「学年」「氏名（ふりがな）」を記入すること。学校名・
学年・氏名のいずれかが無記入のものは無効 

④手書きされたもののみ（デザインソフト等で作成したものは無効） 
⑤作品は未発表（オリジナル）のものに限る。公序良俗に反する他、本の表紙

や題材にした本に掲載されている絵や挿絵、帯の文言をそのまま複写した
もの、既存のキャラクターをイラストとして採用したものなど、著作権侵
害の恐れのある作品は無効 

 
９．審査期間 
 ・令和２年１０月３０日（金）〜令和２年１１月８日（日） 
  ※休館日：１１月２日（月）を除く 
 
10・審査方法 
  審査期間中に全作品を市図書館本館内に貼り出し、市図書館本館で本を借

りた利用者に投票シールを配布し、各部門 1 作品ずつに投票してもらい、総
数が多い順に受賞作品を決定する。 
①投票シールは本を借りる毎に配布（ただし、1 日 1 回のみ） 
②部門毎にシールの色を区分し配布（別な部門のシールを貼った場合無効） 

 
＜作品展示・投票のイメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
11．部門・賞の設定 
（１）部門・賞の内訳（下表の 15 作品） 

 最優秀賞 優秀賞 優良賞 
小学生低学年 1 作品 1 作品 1 作品 
小学生中学年 1 作品 1 作品 1 作品 
小学生高学年 1 作品 1 作品 1 作品 
中学生 1 作品 1 作品 1 作品 
高校生 1 作品 1 作品 1 作品 

 
（２）賞状・副賞 
  最優秀賞 賞状・図書カード 1,500 円分 
  優秀賞  賞状・図書カード 1,000 円分 
  優良賞  賞状・図書カード  500 円分 

 
12．注意事項 

①本募集要領に合わない作品は審査対象外とする。 
②作品の著作権は伊達市教育委員会に帰属し、応募者への作品の返却は行わ

ない。 
③応募に際して知り得た個人情報は本コンテストのみで使用する。 
④応募作品に対し第三者間で紛争が生じた場合、伊達市教育委員会では一切

の責任を負わない。 
⑤応募作品はホームページに特設ページを開設し公表するほか、市図書館に

おける図書資料紹介に際しての活用、マスコミに対する情報提供に使用す
ることがある。 

 
13．表彰式 
  12 月上旬に市図書館本館視聴覚室で開催予定 
 
 
※新型コロナウィルス感染症に対応するため、投票方法や表彰式など一部要領

を変更する場合がありますことをご了承願います 



みんなのオススメPOPコンテスト台紙見本

（この見本は原寸ではありません）

学校名

ふりがな

氏 名

学 年

表面

裏面

次の項目を必ず書いてください

「題名（キャッチコピー）」
「読んだ本」
「本文（この本をオススメする理由が分かる内容）」

21.0cm

14.8cm



 

 

令和元年度みんなのオススメ本ＰＯＰコンテスト 

 

〇募集・コンテストの様子 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇受賞作品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

所管事務調査（中間報告） 
 

「図書館の整備」について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月29日 

 

総務文教常任委員会・産業民生常任委員会連合審査会 

 

  

資料４ 

（全６ページ） 
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１ はじめに 

 

 老朽化して新たな整備が求められている伊達市立図書館は、総務文教常任委員

会の所管であるが、市民の利便性やまちづくりの観点から、現在地での整備が妥

当なのか、他の選択肢はないのかなど、近年の議会において複数の意見が出され

ている。 

 この妥当性と可能性を調査するためには、単に総務文教常任委員会の調査だけ

ではなく、産業民生常任委員会も含めた広範囲な視点での調査が必要と判断し、

令和２年１月28日に連合審査会を設置することにした。 

 これまで、連合審査会運営要領に基づき６回の連合審査会を開催し、所管事務

調査を通じて様々な観点から慎重に検討を行ってきた結果を、連合審査会におけ 

る伊達市立図書館の整備についての意見として集約し、本報告を行うものである。 
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２ 検討結果 

 

 (1) 図書館の立地の妥当性について 

 令和２年２月18日の連合審査会で伊達市教育委員会から示された「公園内に

おける図書館の建設可能範囲」内で図書館を整備することについては、今後の

公園利用などの観点から概ね妥当と判断するものである。 

 なお、関連して、図書館とだて歴史の杜食育センターをハード的につなぐこ

とにより利便性を向上させ、だて歴史の杜食育センターにおける飲食エリアの

活用を検討すべきとの意見や、だて歴史の杜全体の中での動線を勘案して立地

すべきとの意見があった。 

 また、少数ではあるが、図書館本館とは別に、まちなか（網代町、市役所通

り、伊達紋別駅前など）への図書館分室やサテライトなど、図書館機能を有し

た施設整備を希望する意見や、図書館本館を中心市街地に建設すべきとの意見

もあった。 

 

 (2) 図書館の老朽化対策について 

 大規模改修又は新設を求める意見が多かったが、費用がかさむことへの抵抗

感や予算に対する議会の限界を指摘する意見があった。 

 また、少数ではあるが最低限の補修にとどめるべきとの意見があった。 

 

 (3) 図書館機能に係る建物整備について 

   図書館機能に係る建物整備については次のような意見があった。 

  ① 広くて静かで明るい閲覧席を確保する。 

  ② 車椅子でも快適に利用できるバリアフリー構造とする。 

  ③ 軽食ができるカフェなど、長時間利用できるスペースを確保する。 

  ④ 学生が集中して自習できるスペースを確保する。 

  ⑤ 子育て支援活動に配慮した空間スペースを確保する。 

  ⑥ 高齢者が気軽に立ち寄れる憩いの場としてのスペースを確保する。 

  ⑦ だて歴史の杜全体で考え、動線確保や玄関の位置などの環境整備を行う。 

  ⑧ 暖房や空調をしっかり考え、快適な施設整備を行う。 

  ⑨ 来館者の利便性を高めるため、公共交通などのアクセス手段の検討を行う。 
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 (4) 図書館サービスについて 

   図書館サービスについては次のような意見があった。 

  ① 専門家の館長配置と司書体制の強化を行う。 

  ② 館長と司書の専従化。 

  ③ 来館者の様々な要望に応えられるレファレンスの充実を図る。 

  ④ 来館者が図書館のスタッフと交流できるような対応を行う。 

  ⑤ 学校図書館司書教諭退職者などによる指定管理の検討を行う。 

  ⑥ 書籍を探しやすく、探してみたくなるような館内のポップなどの掲示物の

工夫を行う。 

 

 (5) 資料について 

   資料については次のような意見があった。 

  ① ＤＶＤや音楽ＣＤなどの利用と貸出を可能にする。 

  ② インターネット環境の整備など、情報へのアクセスを可能にする。 

  ③ 郷土資料などを集約し、来館者の利便性を高める。 

  ④ 雑誌の充実を図る。 

  ⑤ 将来書籍の電子化が予想されることから、電子化されない書籍などを充実

させる。 

  ⑥ カメレオンコードやＩＣチップ導入を検討する。 

 

 (6) その他 

   その他としては次のような意見があった。 

  ① 歩いて行ける憩いの場として、まちなかのサテライトには、利用者の年齢

制限を設けたプライベートスペースや、レンタルオフィス、防音設備のある

音楽室などを整備する。 

  ② パブリックコメントやアンケート調査の工夫を行う（利用していない方が

来館したい図書館とは何かなど）。 

  ③ 高校生などによる、図書館をテーマとした話し合いや作文の募集などの取

組を検討する。 
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３ おわりに 

 

連合審査会として、広域的な視点での調査や、様々な観点からの検討を行って

きたところであるが、具体的な事業計画の立案がこれからということから、本報

告の段階では未確定の要素も多い。 

 伊達市及び伊達市教育委員会において伊達市立図書館の整備に向けた立案を進

める場合には、十分に本報告に示した検討結果を尊重し、市民からの意見に対し

ても耳を傾けながら事業を推進されるよう改めてお願いするところである。 

 結びに、伊達市立図書館が子どもからお年寄りまで広く市民に愛される施設と

なることを心から念願するものである。 


