令和２年度第１回太宰府市立図書館協議会
日時
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会議録

令和2年11月25日（水）18時00分～19時45分
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、 野田委員 、
前田委員、黒田 委員
【事務局】文化学習課：花田課 長、松 尾係長、斉藤
市民図書館：今 村館長 、中山司 書
なし

１

委嘱状交付

２

教育長あいさつ（菊武教育部長代 読）

３

委員、事務局紹介

４

会長、副会長互選

（協議会開会）
○事務局
本日の図 書館協議会につきまし ては、委 員の 過半数に ご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５ 条第２ 項の規定 により 、協議会は成立 してお り
ます。
なお、黒 田委員は後ほど遅れて 出席される旨の連絡をいただ いてい ます。
５

会長挨拶

６ 協議事項
(1) 令和元年度の報告（館報）につい て
○事務局
館報「だざいふのとしょかん」を ご覧ください。
月別の貸出しについて、グラフ で3月 が大き く下がっ ているのは、新型コロナウィ
ルス感染拡大防止のため、図書館本館 が3月2日から3月25日まで臨時休館したこと が
理由です。6日間の開館日に、通常のひ と月 分の3分 の１程 の貸出 しがあり ました。移
動図書館すくすく号については利用が 屋外で安全と考えられ たため 、通常通り運行 し
ました。本館の利用者も移動図書館を 利用したことにより、 通常で はひと月 約5,000
冊の貸出しが 、約8,000冊となり ました 。この期間は全体の貸 出しは 減少しま したが 、
利用状況を見ると、本 を読みたい人が 多かっ た、ニーズが あった と言えると思いま す。
資料別の貸出し数を見ますと、人口的には 一 般書を借 りる世代が多 いのです が、児
童書が一般書の半分ほどの貸出しとな っています。児 童書が いかに多く読まれてい る
かがわかります。
過去5年の移り変わりを見ると 、蔵書 数は収蔵冊数の 関係でほぼ変わりませんが、
貸出し数と利用人数は減少してきてい ます。

移動図書館すくすく号 の利用に ついて 、個人 貸出しのうち12歳以下の子ども本人が
借りた割 合が、本館10.8％に対して移動図書 館では35.7％と 高い割合になっていま す 。
身近に本 を借りる場が あれば、子どもに利用 されると いうこ とを如実に表していま す 。
団体貸出しのうち、幼 稚園と小学校の学級文 庫には図 書館で選んだ本を配本してい
ます。学 級文庫はクラ スごとの登録で 、年3回配本し ました。市立小学校のほとん ど
のクラス から希望があ り登録されてい ます。
ブックスタートとすくすくえほ んファ ーストブック事業は、市 保健センター と子育
て支援センターとの連携で実施してい ます。それぞれ4か月 児健診、1歳6か月児健診
時に読み聞かせと事業説明を行い、ブッ クス タートで は絵本をプレゼントし ていま す。
おはなし会は、図書館開催の年齢別の2つのおはなし会「ひよこのおはなし会」「赤
ちゃんゆびのおはなし会」、学童保育所 や特 別支援学 校などの要望を受けて 出向い て
行う「出張おはなし 会」、読書ボランティア 団体主体の「 いない いないばあのおは な
し会」「えほんとわらべうた『プチ・ ぷちぷち』のおはなし 会」を 行ってい ます。
見学・体験学習では、見学が小学校・大学 な どのべ7校、体験学習 は中学校 3校を 受
け入れました。学校同 士の日程が重なって受 け入れができな いこと もありますが、図
書館としてはご要望があればなるべく 応えたいと考えていま す。
図書館ボ ランティアは個人での 活動と 団体活動があります 。団体の「 布の絵本 の会」
では、障がい者も健常 児も一緒に楽し める作品を作っていた だいています。
「としょかんだより」のほか、本の紹介 する 情報紙を 対象世代や内容別に各 種発行
し、読書 の支援を行っています。
学校支援 事業については、小学校は各校へ の巡回と読 書リー ダー養 成講座 、中学 校
は業務支 援と中学生ＰＯＰ講座を実施 しました。
予算は、 令和2年度はここにあげてい る資料費に加え 、国の新型コロナウィルス感
染症対応 地方創生臨時交付金を受けた 市の新型コロナ感染対 策事業 の一環で 、「図 書
館パワー アップ事業」として100万円が補正 予算として付きました。
行事は例 年通りの内容で計画し ていま したが、7月の大雨と2月後半から新型コロナ
ウィルス 感染拡大による中止がありま した。図書館主 催のもののほ か、読 書ボラ ンテ
ィア団体 主催事業の後援・協力を行っ ています。
○八尋委 員
コロナ対策で付いた予算は全部 資料費ですか。消毒液などを 購入することにも使わ
れるので しょうか。
○事務局
全て資料を購入するための予算 です。
○時里会長
コロナにより事業を中 止せざるを得な くなったという状況は 2月下旬からというこ
とですか。
○事務局
学校への臨時休校要請が出され た2月 最終週 から直接 的な影響を受けました。
○時里会長
3月は全 て休んだということではなか ったの ですか。
○事務局
3月2日から3月25日までが休館でした ので、 3月1日と 3月26日から31日までの6日間
は開館し、その後4月からまた休館し ました。3月の休館 につい て は、本館は 出入り 口

で予約資料の貸出しを 続けていました が、4月からは 完全休館となりました。3月 は6
日間の開館で約13,000冊の貸出しがあ ったという形になりま 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
計画の領域ごとに取組み状況を ご説明 します。
まず、乳幼児期ですが、乳幼児 期を対 象とした事業につきま しては 、安定し て良
好な取組 みが継続できておりま す。前 年と比較したところでは、五条保育所 での取
組みがよ り積極的に推進されて おり、取組み 4番「た より発 行等に よる保護 者への 情
報提供」 、取組み5番「読み聞 かせ・ おはなし会の実 施」、取組み7番「絵 本コー ナ
ーなど絵 本と親しむスペースの 整備と 資料の充実」につきまして、それぞれ 達成度
がＢから Ａに上がっております 。
次に、学齢期について、達成度 は前年 と変わりありません。 取組み 23番「移 動図
書館の学 校乗り入れと身近な場 所の巡 回」について、新型コロナウィルス感 染拡大
防止のた め休校や本館休館とな った期 間でしたが、この期間も安全に配慮し ながら
移動図書 館の運行を続けたこと で、先 ほどの図書館の報告の方でもご説明し ました
とおり、 通常より多くの貸出し があり ました。休校中の子どもたちの読書の 一助に
なれたの ではないかと考えてお ります 。
青年期については 、第1次 計画で 取組み が不足し ており 、第2次計画で 新たに 加え
た項目に なります。これからの 課題と いうことで計画期間の当初は他の領域 と比べ
て達成度 が低くなっておりまし たが、 昨年度は取組み32、33番のと ころで、 一つ進
展があり ました。かねてより協 議を重 ねておりました福岡女子短期大学図書 館との
連携につ いてです。大学との協 議を行 う中で、「図書館と図書館の間」に限 らず広
く積極的 に連携を進めて行きた いとい う話に発展し、「太宰府市教育委員会 と大学
との連携 協力に関する協定」を 令和2年3月2日に締結 いたし ました 。この協 定のも と
に図書館 につきましても、同日 付けで 相互貸借規約を設け、相互に蔵書の貸 し借り
をするこ とができる環境を整え ること ができました。これにより達成度をＣ からＢ
へ上げて おります。現在は新型 コロナ 感染拡大の影響によりまして積極的な 連携事
業の実現 には至ってない状況で すが、 これを契機に他の大学図書館とも交流 や連携
を進めて いきたいと考えており ます。
協働については、達成度の評価 は変わ っておりません。新型 コロナ 感染拡大 の影
響により 年度末に一部事業の中 止があ りましたが、年間としては順調に事業 を進め
ることが できました。市民の皆 さまと の協働ということで、人と人をつなぐ ことが
活動の主 体となりますので、令 和2年 度につ きまして は、達 成度で 新型コロ ナの影 響
が大きく 出てくるものと懸念し ており ます。
○八尋委員
取組み25「学校支援事 業」につ いて、 元年度は市民図書館か ら学校 図書館へ の巡
回があり 、相談などもできてよ かった と学校司書から話を聞いていますが、 これは
令和2年度はなくなるのですか。
○事務局
令和2年度からの体制の変更 により 、現在 は、学校司書の研修や 相談は学 校教育課、
学校への 資料の貸出しは図書館 で担当 しております。専任で学校図書館支援 に携わ

る人員の配置がないため、今までどお りの手厚い支援ができ ない状 況となっ ていま
す。
○八尋委員
昨年度のように週1回の巡回などで支 援して いただけ ると助 かるという話を聞き
ました。
○事務局
市民図書館として可能な限りの 支援を 行っていますが、現在 の人員 では学校 への
配本もできない状況で す。学校への配 本を含めて学校教育課 と話を させてい ただい
ているところです。
○穂坂委 員
取組 み32の「相互貸借などの協力体制の整備」について、具体 的にどう いうこ と
か教えてください。例 えば私の読みた い本が太宰府市民図書 館にな かった場 合、市
民図書館から福岡女子 短期大学の図書 館に所蔵の問い合わせ をした り、貸出 しをし
ていただいたりできる ということです か。
○事務局
そう です。相互貸借もできますし、市民の方が実際大学図書館 に行って 借りる こ
ともできる協力内容と なっています。 ただし現在は新型コロ ナの影 響で、市 民の大
学図書館利用はできな い状況となって います。
○穂坂委 員
大学図書 館の本を市民 図書館に 借りて もらえるのではなくて 、大学 図書館に ある
のでそちらに自分で借りに行ってくだ さいというアドバイス がある というこ とです
か。
○事務局
相互貸借は、市民図書館に申込 みをし ていただいたら、市民 図書館 が大学図 書館
から本を借り受けて利 用者にお貸しす るものです。この相互 貸借と は別に、 大学図
書館を市民が直接利用 することもでき るということです。
○穂坂委員
そういうことができるというこ との広報はどのようにしてい ますか 。
○事務局
協定締結が3月2日でしたので直 後から新型コロナの影響を受 け、休 館や学内 への
立ち入り制限ということもありまして 、市・大学ともに広報 ができ ない状況 が続い
ているところです。
○穂坂副会長
新型コロナの状況が落 ち着いて 条件が 整ってから広報してい こうと いうこと です
ね。
○事務局
はい。先方ともそう話 をしてい ます。
○時里会長
これは画期的な試みで はないで すか。 相互貸借は、公共図書 館は公 共図書館 と、
大学図書館は大学図書館と、それぞれ の館種の間で行われま すが、 公共図書 館と大
学図書館との間でいうのはあまり見た ことがありません。他 の図書 館でこう いうこ
とをやっている例がありますか。
○事務局

県内では 九州大学図書館と県立 図書館 の協定など、いくつか の館で 例がある よう
ですが、 太宰府市のように大学の立地 に恵まれている自治体は稀な ので、今 後ほか
の大学図 書館とも話を進めさせていた だければありがたいと思って おります 。
(3) 令和 2年度事業進捗状況に ついて
○事務局
新型 コロナ感染拡大防止のため、 事業は10月までほとん ど中 止 し て いる 状 況 で す。
太宰府市子ども文庫・読書サークル連 絡協議会との懇 話会は、図書館との協 働事業
について 協議をするもので、7月16日 に開催 しました 。ハロウィンおはなし会を10月
実施の方 向で話をしていました が、残 念ながらこちらは中止 となりました。
図書館実習受入れは、福岡女子 短期大 学司書養成課程の学生 さん3名を10日間受け
入れまし た。2月に市内在住の 他大学 の学生 の受入れ 予定もあります。その他の読書
推進事業 としては、読書会カフ ェを11月29日、朗読紫苑の会 「冬の 朗読会」を1月17
日、読書推進講座を2月2日に 開催予定とし ておりま す。そ れぞれ 感染対策 を取っ たう
えで実施 したいと考えています が、状 況を見ての開催判断と なります。
子ども の読書活動推進事業で すが、ま ず年 度内の乳 幼児健診が集団健診か ら個人 健
診と変更 になったため、4か月児健診 時の「 ブックス タート」については、保健セン
ターと子 育て支援センターが実 施して いる1か月児の 「こんにちは赤ちゃん訪問」時
に、保健師や保育士に絵本を持って行 っても らう形に なりました。この実施 方法変 更
のために 事業を受けられなかっ た令和 元年11月生まれから令 和2年3月生まれの対象
者には、図書館に来て事業を受けてい ただく よう、健 診のお知らせと一緒に チラシ を
入れて対 応しています。1歳6か月児健診 時の「 すくすくえほんファー ストブッ ク事業 」
はやむを 得ず中止しています。
「赤ちゃんゆびのおはなし会」は 10月から再開しまし た。ブックスタートに 参加で
きなかっ た健診受診者の参加も あり 、10月11月と大変 盛況でした 。「ひよ このお はな
し会」は 10月は3回、11月からは毎週 開催し ています 。各おはなし会開催にあたって
は、定員の制限、時 間の短縮 、参加者同士や スタッフ との間 に十分な距離を置くこ と
等の対策 を取っています。ボラン ティア 団体 主体のお はなし会は各団体の判 断によ り
今のとこ ろは休止しています。
その他10月までの行事は大きな ものも 含めて全て中止となり ました 。12月19日 開催
予定の「おはなし会のクリスマス」は 通常は 読書ボラ ンティア団体と協働で 開催し て
いますが 、急な変更に対応でき るよう 、今年は職員のみで 開 催す る こと にし ま し た 。
こちらも 定員制限と時間短縮を かけて います。文庫育成 講座は 1月2月開催の 予定で 準
備をして おります。
学校支 援事業としては、「学 級文庫 貸出し」は通常年3回実施していますが、今年
度は休校 や夏休み短縮のため、 年2回 となり ました。 「授業支援貸出し」は、物流の
支援はで きておりませんが、10月末時 点で28件529冊 を貸し出しております。「小中
学校図書 館見学・職 場体験学習受入」は11月17日に太 宰府小学校 、11月20日 に太宰 府
東小学校 が見学に来られました 。太宰府西 小 学校では 、図 書館で 撮 影した写真と 、い
ただいた 質問に図書館から回答 したも のを使って、学校で見学 されたと聞い ており ま
す。オンラインではありませんが、来 館をし ない形で の見学をしていただい たとい う
ことです 。「移動図書館車の小 学校巡 回」は5月末か ら始めています。各校の受入れ
判断に応 じての巡回でしたので 、一校 のみ長く入ることがで きませんでした。

10月末現 在の貸出しなどの利用 状況に ついては、本館は1か 月半ほどの休館のため
累計で昨 年度より低くなっていますが 、屋外 が安全と いう意 識があ るためか 、移動 図
書館では 利用が増えており、10月に関しては前年同月の120％の貸出し利用がありま
した。累計でも前年度並みとなってい ます。利用者数 では10月は特に児童が 伸びて お
ります。新規登録者数でも移動図書館 では伸 びていま す。年度当初の休館と 夏休み が
短かった ことで、全体としてはまだ低 めの利 用状況で すが、現在少しずつ戻 ってき て
いるとこ ろです。
○事務局
新型コロナの影響を受けての小 中学校 や保育園での読み聞か せなど の状況を 委員
の皆さん にお聞きしたいのです が。今学 校に はボラン ティアさんはまだ入っ ていな い
のですか 。
○前田委員
入っていません。
○野田委員
まだ入ってないですね。
○藤野委員
保育所太宰府園では毎年「絵本ク ラブいない いないば あ」さん に入っていた だいて
いるので すが、今の ところは実施でき ていな い状況で す。ただ、本の貸出し数がす ご
く伸びて います。月曜日と木曜 日に一 般の方にも貸出しをし ていま すが、1か月に大
体500冊から600冊ほどの貸出し があり ます。絵本は高 価で1冊が1,000円を超 えます の
で、個人 で手に入れるのも難しいです 。貸出 しを望む 方が多いということだ と思い ま
す。
○事務局
そういうところは図書 館でも同じで、本 館の 利用者数 が少なかった割に児童 書の貸
出しが落ちなかったのは、親御さ んがお 子さ んのため の本を借りていったと いうこ と
だと思います。貸出し 冊数の制限をしていま せんので、コロナ 禍で もたくさ ん借りて、
家で読んでいただけたのではな いかと思います。
○時里会長
子どもたちの利用が増 えているのはよ いことですね。す く す く号が 大 活 躍で すね 。
○事務局
子どもが自分で選べる というところが 移動図書館のいいとこ ろです 。
○時里会長
移動図書館の良い点が 生かされている ということですね。
○時里会長
本日 の協議事項については 、これ で終了いたしました。
７ 報告・その他
(1)図書館利用者アンケートについて
令和元年度（令和 2年2月）に指定 管理者 が実 施した図書館利用者アンケート につい
て報告。

