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 会議名称 令和２年度 第２回伊達市立図書館運営協力会 

議  題 

(1) 今後の図書館の運営について 

(2) 教育長への提言について 

開催日時  令和 ２年 ８月２５日（火） １４時００分～１５時１５分 

場  所  伊達市立図書館 ２階 視聴覚室 

出席委員 

 小倉  敬 委員  万代  淳 委員  本多 正機 委員 

 佐藤 朋子 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８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 議題【詳細は別紙のとおり】 

  (1) 今後の図書館の運営について 資料１ 

  (2) 教育長への提言について 資料２ 

 

３ その他 なし 

 

４ 閉会 



【別紙（「２ 議題」の協議内容告等）】 

 

議 題 

・関連があるので、議題(1)、(2)を一括協議とする。 

・事務局から資料に基づき説明 

 

委員：資料１③でWi-Fi環境が整備されているとのことだが、２階では入らない 

委員：２階でも入れば調べものの際に役立てられると思う。 

委員：資料２の「４図書館と学校の連携の進め方について」に関連して、図書館は

学校帰りに寄ってもいいのか。 

事務局：一度家に帰ってからの来館をお願いしている。 

委員：一度帰ってからだと、塾や習い事があり中々難しいと思うので、学校帰りに

寄れれば、放課後の居場所としても来やすく子ども達が多くくるのではない

か。学校との連携という点で、一緒に授業をするとか、司書が学校に出向い

てというよりも価値があると思う。 

事務局：学童保育以外は、学校から家に着くまでが通学の範囲としている。保護者

と学校と児童生徒のニーズが合えば可能かもしれないが、今すぐとなると

難しい。 

委員：過去に民営化について提言したこともあるが、最近、他自治体の図書館の指

定管理などの状況はどのようになっているか。 

事務局：急ではないにせよ、徐々に進んできているようだ。 

委員：そのうち、また検討する機会がやってくるのだろうか。 

事務局：今後あるとすれば、図書館だけということではなく、行政サービス全体の

アウトソーシングを考えていかなければいけない時代に入ってきている

というのがあるので、図書館だけ例外ではないと思われる。 

委員：図書館運営に携わっている職員が他館よりも少ない中で、できることはできる範囲

内でかなり頑張って提言を実現してくれていると感じる。 

会長：前回、コロナウィルス拡大防止のための図書館の動きは紹介してもらったが、それ

に関連して何か意見などがあれば。 

委員：来館者数は減っているのか。 

事務局：減っている。６~７割程度の来館者数。閲覧席の制限を設けていることで、長時

間滞在していた方や年配の方、学生も以前よりも来館されていないように見受け

られる。また、乳幼児を持つ方も気軽には来ていないようだ。 

委員：貸出数も減っているのか。 

事務局：来館者と同様に減っている。 

委員：図書館に回数は来ないが、多く借りるというようなことはないのか。 

事務局：自分で図書を選ぶ楽しみもあるようで連動して減っているように見受けられる。 



委員：学校が臨時休校だったとき、図書館はどうしていたのか。 

事務局：状況に合わせて臨時休館や予約本のみの貸し出しなどを行っていた。また、学校

が休み期間中は図書館に学生は入れないことになっていた。 

委員：国のコロウィルス対策事業などで図書館が対象になるような事業はないのか。 

事務局：ない。 

委員：予約をした本を速やかに受け取って帰るよりも、大人・子ども関係なく閲覧しなが

ら選ぶ方が多いということか。 

事務局：予約本のみの貸出を行っていたときの来館者よりも、自由に選べるようになって

からの来館者が多いのはそういうことと捉えている。また、電話やインターネッ

トで予約することに慣れていない方も多いのかもしれない。今回の件がきっかけ

で当館を利用している方は居場所という部分が求められているのかと感じた。 

委員：インターネットによる予約は増えてはいないのか。 

事務局：これを機に使い方に慣れてきた方は徐々に増えてきているかもしない。数値化は

できていないが、カウンターでインターネット予約をしてみたいと聞く方も増え

ていると感じる。 

委員：提言内容の「３図書館の利用拡充について」で提言しているのは、最後の方

の利用拡充についてだけでよいか。これだと積極的な周知活動だけが利用拡

充の方法になってしまう。ほかに利用拡充を図る方策がないか。 

委員：市ホームページや広報紙に図書館の記事を載せているが、どれだけの市民がみるの

か。これらは継続していくべきだが、その上でもっと幅広く図書館に興味ある人が

目にできて興味を持てるような何か、例えば、市役所や道の駅などで図書館の情報

を見ることができるなど。そんなに大きな効果が期待できないかもしれないが、 

委員：広報紙などに載せるときに、インターネット予約なども上手に使いながら利用者も

少しずつ増えてきていて、このような状況の中でも図書館でも対応しながら運営し

ていますというような切り口で紹介することが、今までとは違うＰＲに繋がるので

はないか。 

委員：スマホなどで映像を配信できるが、例えば、図書の静止画を流してその映像から

借りたい本を選ぶなどの配信。 

委員：背表紙を見ながら選びたいというのは確かにあると思う。インターネットで文字情

報だけでなく、表紙があると違うのでその通りかもしれない。 

委員：設備投資に見合う利用者がいるのかという面はあるが、ストリートビューのように

利用者が自分で図書館の中を見て歩けるような仕組みがあると理想的で面白いと

思う。 

委員：今後、コロナウィルスの第２波が来たときの対応として、学校と同様に休館になる

のか。自治体によって図書館の対応が違っていたようだが今後はどうなるのか。 

事務局：春先のコロナウィルス対応のときは、学校と足並みを揃えていた。理由の一つに

、学校が休校しているのに他の施設で集まることができるというのはバランスが



取れないということで、教育委員会所管施設では足並みを揃えた。仮に第２波が

きたときは、状況をみてということになるが、図書館だけの判断は難しく、市全

体で公共施設をどうするのかという判断になる。４・５月のときは経験したこと

のない状況での判断だったが、少しずつ流れもできてきているので春先とは違っ

た判断もできるかもしれない。 

委員：図書館の利用拡充を図るとき、労力がかかり難しいのかもしれないが、日常的な図

書館の活用という点で来館者がどのような要望を持っているのかなど利用者の声

を聞くことはできないものか。 

事務局：目安箱のようなものか。 

委員：そういう方法もあるし、自分で書くというのはハードルが高いので選択肢から選べ

るインターネットアンケートのような簡単なものなどで利用者の声を拾って運営

に役立てられるのではないか。ただ、アンケートは集約・分析・結果発表とそれぞ

れの作業の労力も時間もかなりかかるので、もし、できるのであればだが。 

委員：次年度の課題として取り上げてもよいかもしれない。平成20年頃にアンケートを一

度行っている。実施方法や内容は忘れたが確認してもらえるとよい。今すぐという

より、それも参考にして、労力も踏まえて検討事項にいれてはどうか。 

委員：そのときは可能であればｗｅｂでの回答もできると良いと思う。 

委員：提言内容の「２児童書及び絵本の配架替えについて」だが、これは過去３年  

   提案していて今年度も提案するとなるとこれは進んでいないということになる。 

それで、実現しないのはなぜかということと、図書館としてこれを必要なことだと

感じているのかどうか。 

事務局：利用者から探しにくいという意見は届いているが、スペースの都合で止むを得ず

出版社別に配置している。作者なり題名なりの５０音順にするとなると現状の書

棚では６割の児童書が置けるかどうか。５０音順にするのであれば図書の高さ関

係なく並べることになり、高さの足りない棚もあるので対応できかねる。ただ、

図書館としてはより見やすいようにと５０音順にできるよう準備を進めている。 

委員：どんなに必要性があっても、図書館が整備されなければ難しいということか。 

事務局：要望にある５０音順で並べるためには児童書の背ラベルをすべて貼り替える作業

が必要になる。そこで、今年度から購入する児童書は著者の名前の５０音順に対

応したラベルに変更している。既存の図書については、順次、合間をみて作業を

始めたがそれがすべて終わった段階で並べ替えができるようになる。見てすぐわ

かるという棚割りは今の棚では難しいが、できる範囲で工夫したいので時間をい

ただきたい。 

委員：新しいことに向けて方向性をもって進めているのは素晴らしいと思う。 

委員：今年度の提言に載せてるのもよいが、今すでに動き始めていて物理的な問題があっ

て完全な形での実現は難しいとなっても載せるのか。 

委員：方向性としては載せてもいいかと思う。 



委員：「３図書館の利用拡充について」だが、コロナウィルスの感染拡大防止が必

要な中で利用拡充という観点での提言はどうなのか。  

委員：基本姿勢として、図書館は図書を用意して市民に利用してもらうのが目的なので、

その目的を達成するために、今回の件で対応していかなければならない点はたくさ

んあるにせよ、できるだけ安全に配慮しながら取り組んでいるというのが基本にな

ると思う。今、こういう時期だから図書館にこないでくださいという表現は難しい

のではないか。 

委員：令和２年度だからこそ提言した方がいいこと、例えばトイレの水洗をタッチレスで

流せるとか、空気清浄機の配置だとか。こういうときでも図書館にきてくださいと

いえるような施設の整備の提言が必要なのかと思った。この状況で図書館に来る人

を増やしたいというのはどうかと感じている。 

事務局：委員がおっしゃる通り人を積極的に集める状況にはないものの、心をリフレッシ

ュさせる手段の一つとして図書を手に取ってもらえればと考えている。 

委員：図書館の基本的な機能からすると、きてもらうための安全対策を十分に考えて対応

してほしいということを加えればいいのではないか。 

委員：幅を広くとらえればこの文章で十分だと感じていた。利用者が３割程度減っている

とのことが、コロナウィルス対策をした上でいかに多く利用してもらうかという提

言でいいのではないか。利用拡充だけではなくそういう意味合いを含めての周知。 

委員：こういう状況下でも図書館の利用者は増えてほしいのかということが気になる。 

委員：コロナウィルスで行動制限がかかって気持ちが落ち込んでしまうことがあったが、

図書館から借りた図書で気持ちが明るくなったという知り合いがいる。図書館で本

に出合うことで救われている人が少なくとも１人はいる。図書館の働きをすごく感

じた。注意深く行動しなければならないが、安全を気にするあまり気持ちがふさぎ

込んでしまったりするのはもったいない。気を付ける図書館とその図書館を、気を

付けて利用することが大事だと感じる。 

   積極的な周知についてだが、図書館にこない人に来てほしいが、その人たちが覗い

てみよう・行ってみようと何があればなるのか、無縁だと思っている理由を聞いて

みたい。図書館に来続けている人だけの図書館ではなく、来ない人からヒントがも

らえるのではないかと思う。それが拡充に繋がれば更にいい。 

会長：整理すると、案を元にコロナウィルスの安全対策を踏まえた上で図書館を居場所と

して利用してほしいし、図書を役立ててほしいので、できるだけ安全面にも配慮し

た対策をとってほしいことと、アンケートの話がでていたので、来たことのない人

のその理由を聞いてはという委員からの意見も取り入れて次年度以降の課題とし

て検討して、図書館としてもその際には協力してほしいとして、これらの内容を組

み込んで次回に提案したいと考えるがいかがか。 

各委員：異議なし 

 



【資料１】
伊達市⽴図書館運営協⼒会提⾔内容（平成19年度〜令和元年度）①

年度 提言内容
平成19年度 ○図書館の増改築を最優先課題とする。

・先進機器の利用、視聴覚機器の設置
＜実施中＞ ・ボランティアとその育成

平成20年度 〇図書館の⺠営化、指定管理者制度等は望ましいもの
 ではない
○市立図書館の役割
 ・伊達市の情報センターとしての機能の向上・拡充

＜実施中＞ ○図書館事業の広報について
 ・より積極的な広報活動を（「広報だて」、新着図書
  案内、読書週間行事など）

＜実施中＞ ○図書館ボランティアについて
 ・自立運営型の図書館ボランティアグループの育成

＜実施中＞ ○職員の資質向上
 ・各種研修事業への積極的な参加

平成21年度 ＜実施済＞ ○開館時間の延⻑について
 ・職員の勤務体制を考慮して

＜実施中＞ ○ＰＲ活動の拡充
○閲覧席、子どもスペースの増設

＜実施済＞ ○地域文庫設置事業の拡充
平成22年度 ○学校図書室との連携

○電子書籍への対応
○郷土資料の収集、整理、保管、提供システムの構築
○複合施設を視野に入れた検討

＜実施中＞ ○自立したボランティア活動
＜実施中＞ ○高齢者、障がい者への対応（含：地域文庫の充実）

＜施設面での提言＞

＜指定管理者制度
に関する提言＞

＜アンケート結果
を踏まえた提言＞

＜将来における図
書館のありよう＞
※先進市立図書館
の視察を踏まえて



伊達市⽴図書館運営協⼒会提⾔内容（平成19年度〜令和元年度）②
年度 提言内容

○職員の人事等について
＜実施済＞ ○祝⽇開館及び開館時間延⻑について

○閲覧室等の増床について
＜実施中＞ ○各種活動のＰＲについて
＜実施済＞ ○祝⽇開館、開館時間延⻑の検討
＜実施済＞ ○図書館活動の一層のアピール（特に地域文庫活動）
＜実施中＞ ○地域文庫活動の一層の充実

○学校図書館との連携
○図書館増改築構想の策定及び具体化

＜実施済＞ ○子どもの読書活動推進計画の策定及び具体化
○開館時間の延⻑について
○夜間照明の増設とバス路線の改善等の環境整備
○学校図書活動との連携によるＰＲ活動

＜実施済＞ ○交換会・古本交換市の実施
＜実施済＞ ○閉架書庫のカビ対策

○図書館の新築・増改築について具体的な取り組み
○市⺠や市議会、市職員等の先進図書館視察研修に
 ついて
○増改築計画の具現化（検討委員会設置等）の推進
○学校配置司書制度の導入についての検討
○開館時間延⻑等の試行再導入
○増改築計画の具現化の推進
○開館時間延⻑等の試行再導入

＜実施中＞ ○小中学生読書感想文・感想画事業の活性化
○サービス向上、事業充実のための資質の向上と職員数の
 拡充
○利用者が問い合わせをしやすいレファレンス対応の
 工夫等

平成23・24年度

平成25年度

平成27年度
（口頭）

平成26年度

平成28年度



伊達市⽴図書館運営協⼒会提⾔内容（平成19年度〜令和元年度）③
年度 提言内容

○早急の増改築
○子どもと大人の読書空間の分離
○閲覧席の拡充
〇貸出ランキング等の掲示
〇児童書の配架基準（出版社別ではなく50音順にする
 などの措置）
〇システムの改修（インターネット予約の利便性向上）
〇閲覧資料の電子化（及びマイクロフィルム化）

＜実施済＞ ○Wi-Fi環境の整備
〇除籍数の減を目的とした開架書庫の増設
○開館時間延⻑を実施するための職員配置及びボラン
 ティアの活用
○増改築計画の具現化の推進

＜実施中＞ ○図書館の利用拡充
○児童書の配架替え

＜検証中＞ 〇効果的な開館時間の設定
〇インターネットによる図書資料予約の機能向上
〇図書館と学校との連携について
○図書館施設整備の早期実現
 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
〇図書館と学校との連携強化
〇図書館職員の人員配置への配慮

平成30年度

令和元年度
（口頭）

平成29年度
（口頭）



【資料２】 

 

 

 

令和２年度 

伊達市立図書館運営協力会提言 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 月 日 
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【はじめに】 

私たち伊達市立図書館運営協力会は、平成19年の設立以来、市民ア

ンケート、先進地公立図書館の視察研修、講師を招聘した各種学習会

等を実施しながら本市立図書館の現状や課題、望ましい将来像等につ

いて市民目線に沿い多岐に渡って議論を重ね提言を行ってまいりま

した。 

近年の図書館を取り巻く状況や環境の変化に応じた課題解決に向

けて取り組む姿勢が、平成28年度に「伊達市立図書館あり方検討委員

会」による提言、平成30年度における「伊達市立図書館運営基本方針」

の策定などに表れ、より良い図書館に向けた活動が進められています。 

その中で、昨年６月に「新ひだか町図書館（平成26年度新設）」の

視察研修も参考にし、「施設設備の整備（含む新設・増改築）」や「図

書館と学校図書活動との連携強化」等について協議してきました。 

「都市の文化程度は、そのまちの図書館を見れば分かる」と言われ

ております。歴史と文化の街を標榜する伊達市民として「これが我が

町の図書館です」と胸を張って誇れる図書館の実現を熱望しておりま

す。 

今後、伊達市立図書館が一層充実し、「市民の知の宝庫」としての

使命を果たしていくことを願い次のとおり提言いたします。 

 

 

 

 

伊達市立図書館運営協力会 会長 本多 正機 
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 １ 図書館施設整備の早期実現について 

令和元年度に新ひだか町図書館を視察し、今までの協議内容とも

照らし合わせながら今後の図書館についての協議をしました。これ

までも私たち運営協力会として重ねて提言しておりましたが、でき

るだけ早期に施設整備を実現すべきと考えます。 

その際、居心地のよい居場所としての図書館を実現させるため、

学習室の拡充や雑誌スペースの効果的な配置を行うとともに、長時

間の滞在に対応した明るく快適な空間の確保や飲食スペースの充

実のほか、書架が少ないことを理由に市民の財産である図書資料を

除籍せざるを得ない状況に陥らないよう書架数についても工夫を

行うべきと考えます。 

 

 

２ 児童書及び絵本の配架替えについて 

現状では、児童書及び絵本は出版社別に配架されており、利用者

からは探しづらいとの指摘が多くあります。 

そこで、利用者が利用しやすい環境とするべく、児童書及び絵本

の五十音順による配架替えとともに、表紙を見せたりするなど手に

取りやすい環境づくりを速やかに進めるべきと考えます。 

 

 

３ 図書館の利用拡充について 

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備、刊行物や館内案内の充実のほか、館内掲

示やインターネットによる情報発信の強化なども進められていま

すが、より多くの市民に図書館を利用してもらうためには、各種団

体との連携も密にするなど、今まで以上に積極的な周知活動を行う

べきと考えます。 
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４ 図書館と学校との連携の進め方について 

  幅広い読書機会を提供するとともに、読書習慣を身に付ける上

で学校における読書環境の整備は重要と捉えます。 

また、図書館と小中学校が連携し、児童生徒の読書環境が大きく

改善され、その結果、国語学力テストの結果が向上したとする自治

体があります。 

これは、当市においても望ましいことなので、各学校の意向や図

書室の実態などを踏まえた上で、読書普及に直結する事業の進め方

について考慮していくべきです。 

  この際、現在の図書館職員数では、現状を超える事業の推進は対

応できかねる状況なので、図書館職員の計画的かつ適正な人員配置

について十分に配慮いただきたい。 
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○伊達市立図書館運営協力会 

役職 氏名 所属団体等 選出区分 

会長 本多 正機  公募 

副会長 小林 浩路 伊達市社会教育委員 有識者 

委員 安藤 明  公募 

伊藤 洋子 いとう文庫主宰 読書活動グループ 

佐藤 朋子 伊達ブンブン文庫 読書活動グループ 

小倉 敬  公募 

立花 和実 伊達市校長会 有識者 

田中 八千代 お話の森 読書活動グループ 

坪 美幸 きつつきの会 読書活動グループ 

万代 淳  公募 

 

○委員会開催概要 

 開催日 議事 

第１回 令和２年７月 16日(木) ・教育長への口頭提言結果について 

・今年度の会議等開催日程について 

・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 

・図書館の整備について 

第２回 令和２年８月 25日(火) ・今後の図書館の運営について 

・教育長への提言について 

第３回 令和２年 10月 22 日(木) ・教育長への提言について 

 


