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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４回伊達市立図書館運営協力会 

議  題 

(1) 教育長への提言について 

開催日時  令和 ３年 ２月２５日（木） １４時００分～１５時００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  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  （計７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)  教育長への提言結果について 資料１ 

 

３ その他 

 

４ 閉会 



2 

 

【別紙（「２ 議題」の協議内容告等）】 

 

議 題 

(1) 教育長への提言結果について 資料１ 

会 長：11月19日に事務局とともに、この会議で協議した内容を基に作成した提言

書（資料１）で教育長に話をした。その時点ではなかなか手ごたえがあっ

た。具体的ではないけれども図書館整備の日程的なことも含めて市の理事

者には理解されていると受けとめて副会長共々良かったなという感じで

帰ってきた。 

    その後、皆さんも12月15日の新聞でご存知のとおりだと思うが伊達小学校

の建て替えに伴って、今の財政状況の中ではなかなか難しく図書館整備を

凍結すると報道があった。伊達小学校の整備に伴ない２年は延期になるが

、図書館整備も行ってもらえると信じて期待をしながら、皆さんと引き続

きお話し合いをして、こういうことをこうしたほうがいいんじゃないかと

いう意見などをいただいて今後も進めていきたいと思う。 

副会長：提言のときには凄い手応えというか、委員６年になるけれども、その中で

３回文書提言して、間に口頭でして、凄くいいところまでいって１カ月後

にエレベーターでストーンと落ちたという感じで、あり方検討委員会だと

か我々の会のことを気にはしてくれているとは思うけれどもなんか残念

な気持ちである。 

会 長：提言のときにこういう結果になると考えていなかったので、皆さんからい

ただいた意見を一生懸命お話して、わかりましたと言われて素直に帰って

きたので残念な気持ちである。 

事務局：10月22日に第３回の運営協力会を開いていただき、その後、11月19日に教

育長に書面で提言していただいた。その際に教育長と教育部長から実施設

計について令和３年度予算として要求していること、11月の広報だてで基

本設計のパブリックコメントを行う周知をさせていただくこと、関係課と

の連携とか、それぞれについて説明させていただいたところではあるが、

伊達小学校の耐力度診断の中間報告で耐力度が無いということを受けて

12月15日の新聞で報道になされたとおりである。 

    それまで図書館を整備することで進めてきたが、市として財政が今後どう

なるかなど政策的な判断をした結果、図書館整備は凍結となった。 

ただ、教育委員会としては施設が築40年以上経っているので、タイミング

を推し量りながら整備をしたいということは変わっていない。皆さんに視

察に行ってもらったり、意見を出していただいたことを踏まえて、基本設

計の平面図の案は作っている。それが活かせるか、場合によってはかなり

変わる可能性もあるが、居心地のいい図書館というコンセプトで居場所と
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しての活用も増えてくると思うので、運営協力会の皆さんにもご協力をい

ただきながら図書館整備を進めさせていただきたい。 

パブリックコメントの結果や実施設計についてなどの話をする場と想定

をしてこの会議を２月に設けさせてもらったが、残念なお知らせをする場

になってしまった。凍結ということで整備をしないということではないこ

とをご承知いただき、今しばらく図書館とお付き合いをいただきたい。 

会 長：議会だよりで、連合審査会や全員協議会での審議の経過の記事が出ている

ので配らせていただいた。 

事務局：連合審査会は、通常図書館の関係は総務文教常任委員会の所管になるが、

市民の皆さんが利用される最後に残っている公共施設という位置付けで、

もう一つの委員会のほうでもかかわって皆で広範囲な視点により図書館

のあり方を検討していきたいということで令和２年１月に立ち上げられ、

図書館やこの敷地が歴史の杜公園の一部なので担当の建設部が入って説

明を行ない、６月には連合審査会から中間報告を受けた。それを踏まえつ

つ、運営協力会やあり方検討員会からいただいた意見も取り入れて基本設

計概要案を作り、議会に概要の説明までしてましたというのが、会長がお

配りした内容になる。 

委 員：記事に、次回は令和３年１月の開催が予定されていると書いてある。 

事務局：12月14日に図書館整備は凍結するということになったので、１月で連合審

査会は閉じた。 

委 員：先程２年間と言ったのは、連合審査会も開かれるのが２年間凍結するとい

うことなのか。 

事務局：連合審査会自体は閉じているので、議会がどう判断するのかによると思わ

れる。 

委 員：２年間凍結というのは、２年間議題に上らないということか。 

事務局：昨年の12月の時点では、２年間は図書館整備を先に進めるのが難しいだろ

うということである。政策的な判断で時期が動く可能性はある。 

委 員：図書館のあり方検討委員会をやっていたときに、具体的に新しい図書館が

建つのはそんな簡単な話ではなく、数年はかかるだろうという雰囲気だっ

たので別に驚かない。話が消えるわけではないから、何年か伸びてもそれ

はそんなものだろうと思う。ただ、ある程度の目途というか、例えば２年

経ったら基本設計に入るとか、何年後には必ずつくるとか、市役所ではそ

んな簡単な話ではないかもしれないけれども、我々の立場としては、そん

な目途があると充実した気持ちやポジティブに話し合いができるのかな

と思う。 

事務局：おっしゃるとおりだと思う。しかし、コロナの関係もあり、財政の不透明

さはより強くなっているのでわからないとしか申し上げられない。ただ、
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整備に向けて準備は続け、どちらかというと今までハード面のほうに少し

時間をかけていたこともあるので、今後は開館したときにソフト事業を充

実できるようにするにはどうしたらいいかということに視点を置いてさ

らに進めようと考えている。また、室蘭市が今年の12月に青少年科学館と

の合築で新しくなる図書館を開館するので、参考にさせてもらいたいと考

えている。 

委 員：伊達小学校が新築になるのだから、そこの図書館と交流できるようにする

といいかなと思う。 

事務局：そうですね。伊達小学校の整備も行われるし、今後は稀府小学校や、有珠

小学校、長和小学校の統廃合が進む過渡期なので、その後の学校との連携

する道筋も立てやすくなるのかなと受けとめている。 

委 員：準備段階ですよね。新しいところを中心に他のところと連携ができるとい

い。 

委 員：図書館の整備はなかなか難しい。他の委員からもあったけれどもコロナ過

の中で全体の経済が良くなるとは思えない。財政とか我々はあまり良くわ

からないけれども、社会全体を考えてもある意味では楽観視できない。そ

ういう中でも図書館については２年間凍結するけれども、自分達の中で進

められると逆に良いほうに考えて、多分室蘭市の図書館ができたら施設見

学をして伊達市の新しい図書館のために情報をいろいろ入れて進めてい

けばいいのかなと思う。 

委 員：提言書の内容で、図書館の整備についての内容はわかったけれども、２番

目の児童書や絵本の配架替えについては、図書館の整備が凍結になった中

でもこれは進めるという方向でよろしいか。 

事務局：図書館整備は凍結されているけれども、整備する前提で既に五十音順のラ

ベルへの張り替えを随時進めているので、それは継続していきたい。新し

く購入している絵本は五十音順に対応したラベルになっているし、既存の

図書もラベルの張り替えを少しずつ進めている。 

委 員：これを進めるには書架を新しくしなければいけないのかなと思っていたけ

れども、それも進めるのか。 

事務局：書架の更新については最終的なもので、まずはラベルを張り替えてしまっ

てからでないと配架できない。また、現在の図書館で書架を入れ替えると

いうことは配架される本が減るということなので、そこのバランスを司書

に判断してもらうことがかなり重要になってくる。 

委 員：配架の準備をしているけれど、実際の配架はまだ先のことで、表紙を見せ

るような展示は今はできないということか。 

事務局：表紙を見せる展示は現状でもできるだけ努めて行っている。 

委 員：提言の一番最後に現在の図書館職員数では学校との連携に対応できないの
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で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とあり、当

然だと思うけれども、このことについての提言に対する答えというのは何

かあるのか。 

会 長：あの段階で具体的には特になく、とにかく１番目のことについて集中的に

お話していて、２番から４番については今までも伝えてきたことでもある

し、あまり強い聞き方はしなかった。 

委 員：図書館の運営の上で自分は凄く大きなネックになっているのは人数だと思

っている。特に正職員採用の司書がいないような状況の中でやっている。

これは早急になんとかすべきことだと思っているので、もっともっと伝え

てほしいし、前向きに検討するでもなんでもいいので、そういう答えがあ

ればいいけれどもスルーされているのかなと思えて、ちょっと残念だ。 

事務局：人員配置については運営協力会からのご意見を教育長に提言いただいてい

るし、図書館としては司書の正職員化と現在の職員ではギリギリというこ

とは伝えている。 

副会長：改築か新築かそこばっかりではなくて、学校との連携で教育長がリーダー

シップを取って進められないかという意見があったなども伝えているが、

なかなか難しいという教育長の答弁を受けている。また、司書や職員の増

員については、配置できる職員数が決まっていることはわかっているし、

今の図書館の運営にあたっては職員とボランティアが頑張っていると伝

えたら、それは承知しているということで回答はもらっている。結論的に

はわかってはいるのだけれどどうしようもないという答えだった。 

委 員：図書館の運営をする上では、やっぱり人の余裕がないとできない仕事だと

思う。話を聞きたいけれど作業をされているのであきらめようかとなる。

もうちょっと人に余裕があれば書架にいたらちょっとすみませんと聞け

ると思う。図書について聞きたいという年代に私達も突入しているので、

そういう余裕ができるように職員を配置していただければありがたい。 

会 長：我々内容的にもわからないからそう言われるとという感じで、市は市とし

てそれなりに何とか人員を配置していきたいとは思っているのだけれど、

全体の財政の面だとかを合わせると現状なかなか難しいという返事で、な

んとかご要望にはなるべく応えるように頑張りたいとは思ってはいると

いう返事はいただく。今、実情的には館長と係長だけが正職員で、あとは

皆さん正職員ではない。全員で何人いるのか。 

事務局：令和２年度から一人増えている。図書を整備するために必要な本の整理を

担当したりするため配置されている。令和３年度も引き続き正職員２人、

旧嘱託職員・旧臨時職員６人の８人体制である。それでも、手は足りてな

いのかなと思う。コロナに対応するため、窓の開放とか、スリッパや閲覧

席などの館内の消毒と、そういう作業も生じてきている。 
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委 員：余裕がありませんよね。 

委 員：レファレンスをしていただける職員ということはなかなか難しい。 

事務局：例えば、室蘭市の司書が伊達市の図書館に司書として配置されてすぐでき

るかというと多分できないと思う。司書は所蔵している本の大体の中身を

覚えた上でレファレンスとなるので、覚えるための時間として早くても三

年はかかるようで、本館のみで８万冊くらいはあるし、新しい本もどんど

ん入ってくる。また、利用者の好みを把握しているので、そういったもの

を考えながら本を入れている特徴もある。そのための専門職として司書が

いるので、司書の育成に努めていかなければならないなと考えているし、

人事担当にもそれは伝えている。 

委 員：現実にはなかなか建て替えも進まない、職員も増やせない。これは変わら

ないような気がする。いっそのこと思い切って、例えば、インターネット

図書館は検討できないのか。 

事務局：随時情報は集めてはいる。直近だと新聞をご覧になった方もいらっしゃる

と思うが、３月２日から登別市の図書館で電子図書館というのをオープン

する。登別市にお住いの方か、通勤または通学している方のみが対象であ

る。大体1,500冊ぐらいで、内容は全集にあるような純文学系の読み物が

多く、小説、文学系の読まれ筋はあまりないようである。面白いと思った

のは、絵本で音の出る本や動きのあるものが電子図書館で提供できるとい

う点である。ただ、三冊貸したいなら三冊分の権利を買ってくださいとい

う形のようである。読まれ筋の本があまり電子図書化されていないという

中で数千万円とかかるので、時期尚早かなというイメージがある。 

ただ、将来的にＧＩＧＡスクール、教科書の電子化があるし、登別市で導

入したので、仕組みを参考にしながら情報をこまめにいただくなど様子を

見ていきたい。 

委 員：私もコロナの関係で図書館や書店に行きづらいという状況で何で情報を得

ようかなと思ったらインターネットしかない。 

委 員：すごく便利だし良いところもあるけれども心のどこかに本を読んでもらい

たい。タブレットを使っての電子教科書もいいかもしれないが、紙の教科

書を使ってもらいたい。そういう気持ちもある。 

委 員：最初にお聞きしたのは、学校との連携を進めようだとか、情報発信をもっ

とだとか、図書館を利用する方がいろんな情報に接することができるよう

にだとか、いろんなことがあった中で、児童書の配架換えの準備とか、職

員はいろんな仕事が減ることなく増えている。新しくこれが増えたから、

これはやめましょうというのが有ればいいけれど、なかなかそういうわけ

にはいかない。職員の皆さんは大変と思う。だから、運営協力会でじゃあ

こういうこともどうか、ああいうこともどうかと言いづらい。 
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事務局：私たちは働いていると日常になってしまい、なかなか気づけないこともあ

るので、残念ながらできないことのほうが多いかもしれないけれど、まず

は提言いただいて、それをきっかけに、じゃあこれはできないけれどもこ

の方法で少し変えてみようかということに努めている。例えば、皆さんか

らご意見をいただいたように、本の表紙がなかなか見えず手に取りにくい

という話をしたら、司書がいろいろ考えた結果、絵本を間引きして、本の

表紙見せをするように工夫したり、おすすめ本のコーナーを新しく作って

新しい本の啓発を行ったりということで、やっぱり、運営協力会の皆さん

からご提案をいただいたから改善できているという部分が多分にあるの

で、片付けられていない山積みの案件はあるけれども、引き続きご意見を

いただけるほうが心強いし、ありがたい。 

会 長：それでは、この件はこれでよろしいでしょうか。 

各委員：異議なし。 

 

その他 

(1) ３月以降のコロナ対応とイベント等のお知らせについて、事務局から説明 

委 員：春の読書週間中の４月29日（祝）の開館と５月５日（祝）の閉館をちょっ

と早めにお知らせして、歩くときにぱっと目が引く、そういうポスターが

あるといいなと思う。私も全然気にしていなくて図書館に来たら閉館だっ

たということがある。 

事務局：広報でのお知らせとともに、読書週間のポスターは休館日カレンダーとは

別に作りお知らせに努めたいと思う。 

委 員：２階の学習室の利用開放は予定していないのか。 

事務局：２階の学習室は目が行き届きにくいので、もうしばらくは様子をみたいと

思っている。また、他の公共施設の様子も見ながらと思っている。 

委 員：残念ながら図書館整備は後回しになったけれども、来年度の予算でこうし

てほしいと要望をあげてついたものはないのか。例えば、ここの視聴覚室

に監視カメラをつけて開放するとか。 

事務局：要望を新規に出してはいないが、整備が凍結ということで、その間のため

にどこまで修繕するかという部分もあるので、壊れた時に対応したいと財

政担当には相談している。気がつかれていない方もいるかと思うが、今冬

は正面玄関の階段を全部ゴムにして滑り止めを施したり、窓に冷気止めを

行ったりしている。また、耐震診断については、２月12日に診断結果が出

まして問題無しと報告を受けている。 

 

(2) 図書館運営協力会の今後の予定について、事務局から説明 

 



 

 

 

 

令和２年度 

伊達市立図書館運営協力会提言 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 11月 19 日 

 

伊達市立図書館運営協力会  
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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

まちの図書館です」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の準備を進めるとともに、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い、
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その際には、昨今の情勢を踏まえて安全に配慮した対策に取り組み

ながら進めるべきと考えます。 

 

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 

 


