令和３年度第１回太宰府市立図書館協議会
日時
場所
出席者

傍聴人

会議録

令和 3 年 11 月 24 日（水）18：00～19：20
プラム ・カル コア太宰府 研 修室１
【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
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。

