
令和３年度第１回太宰府市立図書館協議会 会議録

日時  令和 3 年 11 月 24 日（水）18：00～19：20 

場所  プラム・カルコア太宰府 研修室１ 

出席者 【委員】 時里会長、穂坂副会長、藤野委員、八尋委員、原委員、 

江口委員、黒田委員 

【事務局】文化学習課：花田課長、岡本係長、廣見

市民図書館：今村館長、近本司書

傍聴人 なし

 新委員、事務局紹介

○事務局  

本日の令和 3 年度第 1 回太宰府市立図書館協議会につきましては、委員全員に出席

いただいておりますので、太宰府市立図書館協議会規則第 4 条第 2 項の規定により、

協議会は成立しております。 

（協議会開会）

 会長あいさつ 

 協議事項 

(1) 令和 2 年度の報告（館報）について 

○事務局 

  「だざいふのとしょかん」をご覧ください。 

1 ページのグラフ「数字で見る令和 2 年度」で、4 月 5 月の貸出数が少ないのは緊

急事態宣言で臨時休館をしたためです。 

図書館開館日数をご覧ください。289 日開館する予定でしたが、臨時休館をしたた

めに 255 日となっております。元々の休館日を除いて 4・5 月で 40 日臨時休館をした

わけですが、6 月に予定していた蔵書点検を緊急事態宣言中の 4 月に行い、少しでも

開館できるよう工夫をして、実質開館日は 34 日減となりました。 

最後の行の移動図書館貸出数をご覧ください。346 冊となっています。令和元年度

は 311 冊だったので 11％増となっています。コロナ禍にあって移動図書館の評価の

見直しが表れています。 

2 ページをご覧ください。資料別貸出数と本を借りた人数の前年度との比較の表で

す。前年度より 15 日間開館日が減っていますので、本館は貸出数、利用者数とも減

っています。ただ、移動図書館の方は 13 日巡回日が減りましたが前年度並みとなっ

ています。 

4 ページに移動図書館のステーション別の貸出数の表を載せております。利用者が

多いのは高齢者施設、小学校、夕方の公園や公民館となっています。また、小学校に

おいては、すくすく号が来る前日に放送している学校は貸出数が多くなっています。

子どもは２週間後の返却を忘れてしまいがちなので、放送によって忘れずに持ってき



て、また利用してもらえるという状況です。 

貸出数全体のうち 12 歳以下の子が借りた割合は、本館が 10.6％に対して、すくす

く号は 36.9％となっており、子どもが主体的に利用できることが大事なようです。 

5 ページのレファレンスサービス、国立国会図書館の 2 つのサービス、デジタルコ

レクション利用サービスと歴史的音源利用サービスを載せております。昨年の館報ま

ではインターネット情報利用サービスの中に含めていましたが、デジタルコレクショ

ンはコロナ禍で東京まで行けない方が、近くの図書館で利用できるということで少し

ずつ利用数が増えていますので、令和 2 年度から別にしております。 

6 ページ、ブックスタート・ファーストブック事業ですが、本来ならば 4 か月児健

診、1 歳 6 か月児健診時に行っていましたが、コロナ禍でふたつとも集団検診から個

別健診になったため、ファーストブック事業は中止、ブックスタートは 1 か月児への

「こんにちは赤ちゃん訪問」時に絵本パックを渡す方法に変えました。ただ、既に訪

問が終わっているところについては、保健センターが 4 か月児健診のお知らせを送る

時に「絵本プレゼント券」を同封してもらい、満 1 歳までに市民図書館にパックを取

りに来ていただくようにしました。こんにちは赤ちゃん訪問では 95％の方に受け取

っていただきましたが、図書館で受取りの方は「取りに行く」というハードルが高い

のか、45％の方の受け取りとなりました。 

6・7 ページのおはなし会については、コロナ禍のためできずに回数が減りました。

ただし現在は、緊急事態宣言中以外は実施できるように体制を整えています。 

7 ページの団体貸出は、小学校の学級文庫の配本を、令和 2 年度より学校の 2 学期

制に合わせて 2 回としました。そのため、貸出数は 3分の 2 くらいになったのですが、

児童の教室に長く図書があるように改善しています。 

8 ページに見学・体験学習を載せています。見学は感染が落ち着いたころに 3 校来

られました。密にならないように、クラスを 2 つに分けて案内する人数を増やして対

応しました。中学校の体験学習は、学校の方が実施しなかったようで、申込がありま

せんでした。図書館ボランティアは、14 人の方に登録していただいていますが、高

齢の方が多いので令和 2 年度は丸一年活動中止ということになりました。今年も 12

月から活動を再開しようかということになり、現在案内を出しているところです。 

9 ページに、昨年の図書館が新型コロナウイルス感染拡大防止のためどのように対

応したかを表にして載せています。 

10・11 ページが行事の案内ですが、コロナ禍のためにほとんど中止せざるをえな

かった状況です。その中でもずっと活動していただいている「朗読紫苑の会」が 19

年の活動で市民活動賞を受賞されたのは明るい話題です。 

12 ページは令和 2 年度決算及び令和 3 年度予算です。令和 2 年度図書購入費には

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の 400 万円が含まれています。令

和 3 年度の図書購入費は、元々の予算は 1 割減で 128 万円減少しましたが、交付金

400 万円を付けていただいたので、実質 272 万円増となっています。館報については

以上です。 

○時里会長 

では、ご意見・ご質問などありましたらお願いいたします。 

○八尋委員 

  ブックスタートとファーストブックのところで、絵本パックプレゼント券とありま

すが、1 歳までに何％くらい取りに来られますか。 



○事務局 

  2 年度は 45％です。結局、その前の年の 12 月から 3 月に生まれていた子たちが、

赤ちゃん訪問が終わっていたので。 

○八尋委員 

  それを、配付する予定はあるのですか？郵送とか。 

○事務局 

  郵送はしませんが、引換券を持ってこられたら考慮はしようかなと思っています。 

○八尋委員 

  コロナですものね。 

○事務局 

  それでも 45％もの方が来てくれたのは良かったと思います。 

○八尋委員 

  図書館に取りに来るというのはほかの地域でもあったんですけど、80 何％の人が

取りに来ているんですよ。「すごいですね、どういう取り組みをされたんですか。」

と聞いたら、保健師の方たちから伝えてもらってしましたということでした。 

○時里会長 

  他にないですか。令和 2 年度というのはコロナで大変ご苦労された年度だったと思

います。私から伺ってもいいですか。13 ページのサービスのめやすというのはどう

いう数字ですか？ 

○事務局 

各図書館が比較できるようにということで、この数字を出しているところが多いで

す。市民一人あたりの貸出数、登録率、登録者一人あたり貸出数、市民一人あたり蔵

書数、蔵書一冊あたり年間貸出回数、市民 1000 人あたり年間購入数、市民一人あた

り資料費、一般会計に占める図書館費の割合。図書館同士が比べられるようにとこの

数字を出しています。 

○時里会長 

  他の図書館と比較して、うちはどうだということですね。 

○事務局 

  そうですね。図書館が建った時、一人あたりの貸出数が 2 冊を超えるようにと、そ

れが全国的な目標だったのですが、それが今どんどん上がっています。 

○時里会長 

  全国的にコロナの中ですからね。ご苦労されている所が多いと思いますね。太宰府

の図書館はコロナの中で他と比べてどうでしたか。 

○事務局 

  自己評価としてはある程度頑張っていると思います。後でお話ししますが、今年度

は緊急事態宣言中でも「延長する」となった時点で 2 回とも開館させてもらいました。 

○時里会長 

  これは地域によって全然違うでしょうね。福岡県なんてしばしば宣言が出されると

ころだし、全く宣言が出されない地域とは違うでしょうね。 

○事務局 

  市によっても全然違います。 

○時里会長 

  市によってもね。市町村で違うでしょうから単純に比較できないかもしれませんね。 



他にないですか。なければ次の第 2 次太宰府市子ども読書活動推進計画進捗状況につ

いて事務局から説明をお願いします。 

(2) 第 2 次太宰府市子ども読書活動推進計画進捗状況について 

○事務局 

第 2 次太宰府市子ども読書活動推進計画進捗状況についてご説明します。「令和

2 年度第 2 次太宰府市子ども読書活動推進計画の進捗状況」と書いてある資料をご

覧ください。これは令和 2 年度に実施しました事業の報告で、計画の 3 年目となり

ます。令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年度の令和 2

年 2 月頃から一部事業の休止などを行っており、事業が実施できなかったり目的を

達成できなかったりしたものがあり、達成度についても軒並み低下傾向にあります。 

それでは、計画に記載してあります乳幼児期、学齢期、青年期、協働のそれぞれ

の領域ごとに取り組み状況をご説明します。まず、乳幼児期ですが、1 ページから 5

ページをご覧ください。 

乳幼児期を対象とした事業につきましては、新型コロナウイルス感染拡大による

非常事態宣言の発出等により、事業の縮小や中止を余儀なくされたものがございま

した。前年と比較いたしますと、1 ページの取組み 1 番「ブックスタート及びその

フォローアップ事業」につきましては、集団検診時に行っていたブックスタート（絵

本を贈る事業）を、赤ちゃん訪問時に保健センター、子育て支援センター職員から

絵本を手渡しすることで対応しました。先ほど説明がありましたが、すでに訪問が

終わっている方については図書館で渡しました。すくすくえほんファーストブック

事業については１歳６か月児の集団検診中止により事業を中止しており、達成度は

下がっております。また、3 ページの取組み 5 番「読み聞かせ・おはなし会の実施」

についても開催中止となったものがあり、回数・人数とも前年度よりかなりの減少

となっており達成度を B としております。続きまして 4 ページ、取組み 6 番「訪問・

出張おはなし会」についてはコロナ禍のため依頼がなかったため、達成度を C とし

ています。同様に依頼がなかったものについては 5 ページに記載しております取組

み 10 番「保育所・幼稚園などの見学受け入れ」がございます。こちらも依頼がなか

ったので達成度 C でございます。 

次に、学齢期です。6 ページから 11 ページをご覧ください。 

達成度はほぼ前年と変わりありませんが、8 ページ、取組み 16 番「読書」に関す

る日に合わせた取り組み」として、例年「子ども読書の日」や「読書週間」に合わ

せ読書活動や読書を勧める記事を載せた便りの発行を行ってきました。今回は緊急

事態宣言による一斉休校中でしたので、読書の日に合わせた活動を行うことはでき

ませんでした。ただ、機会あるごとに読書活動を勧める記事を載せた便りの発行を

行っております。続きまして 10 ページ、取組み 23 番「移動図書館の学校乗入れと

身近な場所の巡回」については、やはりコロナ禍のため移動図書館を運休せざるを

得ないときもありましたが、運行可能な時は感染予防に努め児童・生徒の読書を支

援しました。11 ページ、取組み 25 番「学校支援事業」につきましては、前年度か

ら体制が変わり市民図書館司書が学校図書館の業務支援を巡回して行うことができ

なくなりましたが、代替として学校司書からの依頼を受け、授業支援図書の貸し出



し等を行いました。また、学校教育課からも状況や要望に応じて電話やＦＡＸ等で

指導助言を行っております。12 ページ取組み 26 番「児童生徒の見学・職場体験」

及び 27 番「特別支援学校・学級への支援」についてもコロナ禍のため事業の一部に

ついて要望はなかったものの、感染予防に努めながら見学の受け入れ及び団体貸出

を実施しました。実施がない又は要望がなかった取組みについては達成度を下げて

います。 

次に青年期ですが、13 ページから 14 ページをご覧ください。 

取組み 28 番「ヤングアダルトコーナーの環境整備」につきましては、昨年度、大

幅な変更を実施し、書架の増設や配置の変更により収容可能冊数の大幅な引き上げ

を行っています。今年度はコロナウイルス感染拡大防止対策のため一部配置の変更

を行いました。取組み 30 番「自身の読書活動の成果を発表できる参加体験型事業の

実施」については、コロナ禍のため職場体験の要望がなく実施しておりません。達

成度を C としています。同じく取組み 31 番「職場体験・実習の受入れ」についても

職場体験については要望がなく実施しておりませんが、司書実習として短期大学よ

り実習生 3 名を受け入れております。14 ページ、取組み 32 番「資料の情報提供や

相互賃借などの協力体制の整備」については、昨年度福岡女子短期大学との相互貸

借が可能となるよう規約を整備し相互貸借を開始しましたが、コロナ禍で学校の授

業のほとんどがオンラインとなり、依頼はありませんでした。また取組み 33 番「連

携事業の推進」について生徒・学生が参加できるよう図書館事業の情報提供や相互

の事業参加、事業の共催などの連携を計画していましたが、コロナ禍で図書館事業

がほぼ中止となり実施していないため達成度を C としています。 

最後に協働ですが、15 ページから 18 ページをご覧ください。 

コロナ禍のため主な事業が中止となり、ほぼすべての取組みにおいて前年度より

達成度の評価が低下しています。令和 3 年度については感染拡大防止に努めながら、

年間計画に基づき各事業を実施する予定としております。 

第 2 次太宰府市子ども読書活動推進計画進捗状況の報告は以上でございます。こ

ちらの報告は 5 月に作成したもので、令和 3 年度の「計画と課題」の内容について

は新型コロナの影響を大きく受けたものになっております。現時点では感染者の減

少傾向にあるものの、引き続き感染防止対策を行い、今後の動向を注視していきま

す。また、令和 3 年度の図書館事業については次の議題の中でご報告しますので、

そちらで皆さんからのご助言等いただきたいと思います。以上です。 

○時里会長 

  ご説明ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして質問等ございまし

たらお願いします。 

○穂坂委員 

  形式なことですが、取組番号で分かったからいいけれど、ページ数を入れておい

てほしい。 

○事務局 

  承知しました。 

○時里会長 

  コロナで影響を受けたのは乳幼児が大きいですか。 



○事務局 

 全体的に、事業が実施できていないものが多数ありますので。健診自体が中止にな

っていますのでその影響はございます。また、読み聞かせについても事業中止にな

ったものがございましたので。 

○時里会長 

  図書館が行うものもあるけど、学校側が行うのを中止して、それを図書館が受け

入れてやるのがなくなった、というのもありますからね。 

○江口委員 

26 番の取組みの中で、太宰府東小学校・太宰府小学校・水城小学校の 3 校が訪問

され、取組みの内容の中に、読書への関心が高まるようにと書いてあります。私も

昨年度水城小学校にいましたけど、学校側としてはあまりそういう意図はなかった

というか、近隣の公共施設について知るというのが大きいので、この辺りを我々が

意識するということが全くなかった。この 3 校というのは例年からすると減ってい

るのかな、評価は B になっていますね。今まで生活科とか総合とか社会科の中で利

用させていただいていたので、読書と結びつけてなかったものですからこの辺の学

校意識はどうなのかなと思ってお尋ねしたいと思います。 

○事務局 

  令和元年度については「職場体験」ということで中学校の生徒が実際に司書さん

のお仕事を体験しています。それがなかったので達成度を下げていますが、見学だ

けではなく、実際に司書さんの職場、仕事を体験することによって本への興味を持

っていただくというのがひとつあります。今回は見学だけでしたので内容的にちょ

っと違うのですが、以前は体験をしていただくというのが主な取組みでした。 

○江口委員 

近隣の学校に限られているような感じですか？

○事務局

  そうですね。来られた学校については、図書館のカードを持ってない子はカード

を作って、次に移動図書館車が小学校に行ったときに利用していただくとか。図書

館側としてはせっかく来ていただいたので読書に関心を持ってもらいたい。学校側

としては公共施設見学の一施設かもしれませんけど、図書館側としては図書館を利

用していただく、読書環境があるよというお知らせができるビッグチャンスとさせ

ていただいています。

○時里会長

  他にないですか。では、次に令和 3 年度事業進捗状況について、事務局から説明

をお願いします。

(3) 令和 3 年度事業進捗状況について

○事務局

  令和 3 年度事業進捗状況（令和 3 年 10 月末）をご覧ください。コロナ感染対策

を行ったうえで、昨年度より多くの事業を実施することができました。その中でも

読書推進事業の欄の読書推進講座は、資料を 10 月末現在で作成しておりますので

参加延べ人数が書いていませんが、1 回目 11 月 12 日が太宰府歴史講座と題して大

隈先生に講義をしてもらい、19 名の参加がありました。皆さん大隈先生の話に聞き

入り、質問が飛び交うなど充実した内容の講座となりました。2 回目は 11 月 26 日



に予定されており、太宰府にまつわる伝説の場所を巡る散策の予定となっておりま

す。今のところ参加予定人数は 17 名です。

その資料の同じ欄の一番下にある移動図書館「すくすく号」40 周年記念事業、こ

ちらの記念イベントは 10 月 30 日土曜日に行いました。この当日だけでなく、6 月

からすくすく号へのメッセージを利用者から集め、図書館やすくすく号に飾ってメ

ッセージツリーを作成しております。図書館のトイレのところに手作りのメッセー

ジツリーを作っていますので、よかったら見に来てください。また、9 月の休館明

けから当たりくじを実施してイベントを盛り上げました。当日は、資料の「子ども

の読書活動推進事業」の「子どもふれあい工作教室」を一緒に行いました。牟田ア

トリエさん指導のもと、来てくれた子ども達にウインドスターというものを作成し

てもらったり、同じく資料の「ハロウィンおはなし会」を太宰府市子ども文庫・読

書サークル連絡協議会と図書館司書で行い、図書館職員によるワークショップでは、

本を貸し出した時に利用者に渡すレシートの芯を使って、フォトスタンドを子ども

たちと作成しました。また、すくすく号の顔出しパネルを職員が段ボールで作って

図書館入口に設置し、利用者の方に写真を撮ってもらいました。それから、図書館

横の露切公園のところにすくすく号を停車させて、今まですくすく号を利用したこ

とがない方にもすくすく号を知ってもらうきっかけができました。

昨年度はコロナ感染防止対策のためにほとんどの事業が実施できませんでしたが、

「七夕まつり」や「楽しい人形劇」などは体温測定や消毒などの基本的な感染対策

に加え、事前申込制にしたり人数制限などの感染対策をとって実施することができ

ました。また、通常行っているおはなし会も先着 5 名という人数制限がありますけ

ど、今は実施できる状態です。以上です。

○時里会長 

  ご説明ありがとうございました。ただいまの説明について、質問等ありましたらお

願いします。 

○八尋委員 

  事業で事前予約制とかにして、5 人のところに 10 人来たら 2 回するのですか？ 

○事務局 

  その場合は、2 回します。 

○時里会長 

  今年度でいうと、3 月まであと 4 ヶ月ありますけど、それはもう予定どおりという

ことで考えていますか。 

○事務局 

  コロナの感染状況次第ですね。 

○八尋委員 

  人数制限ありでしますか？ 

○事務局 

  大きなイベントは中央公民館に合わせますので、中央公民館がどういう制限をして

いるかに影響されます。 

○時里会長 

  思い付きですけど、例えば事業の内容によってはオンラインでやるというのは？ 

○事務局 

  オンラインは…読み聞かせとかもですが著作権がひっかかってくるんですよね。 



○時里会長 

  そうなんですか。 

○八尋委員 

  映像で流れるとね。 

○時里会長 

  それでは難しいですね。 

○事務局 

  七夕まつりも、どうしてもできない時はオンラインでしようかという話もあったん

ですけど、やはり著作権の方が難しくて。実際は七夕まつりができたのでよかったん

ですけど。 

○時里会長 

  たしかに、大学のオープンキャンパスもそうだった。著作権にかからないようにと

いう話でした。皆様の方から他にご意見ないですか。なければ、協議事項はこれで終

了させていただきます。ありがとうございました。 

 その他 

（1）図書館利用者アンケートについて 

令和2年度に指定管理者が実施した図書館利用者アンケートの結果を事務局より報

告。 

 （2）新型コロナウイルスへの対応について 

  令和3年度の図書館の新型コロナウイルス感染防止対策記録について事務局より報

告。 


