令和２年度第２回太宰府市立図書館協議会
日時
場所
出席者

傍聴人
１

会議録

令和 3 年 2 月 18 日（木）18：00～19：00
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 、近本司 書
1名

開会あいさつ（花田文化学習課長 ）

（協議会開会）
○事務局
本日の令 和 2 年度第 2 回太宰府 市立図書館協議会につきまし ては、過半数の 委員に
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 。
２

会長 あいさつ

３ 協議 事項
(1) 令和 2 年度事業進捗状況について
○事務局
「令和 2 年度図書館事業進捗状況 （1 月 末現在） 」をご覧ください。
11 月開催の第１ 回図書館協議会以降 の事業 について ご報告 します。
新型コロ ナウィルス感染対策を 講じた うえで、次に 挙げる事業を実 施しまし た。資
料が 1 月末現在作成のもののた め記載 していませんが、「読 書推進 講座」は 、2 月 2
日に「明るく元気に なれる落語」と 題して 落語家の粗忽家勘心さん に口演し ていた だ
き、29 人の参加がありました。会場 には落 語に関す る本を 準備し、貸出し ができる
ようにしました。「読 書推進講座」の 2 回目 は、3 月 4 日に 栄養アドバイザーを講 師
に迎え、「免疫力アップの食習慣」と題して今の時期だから こそ役 に立つ知 識を話 し
ていただく予定です。「おはなし 会のク リス マス」は、時 間短縮 と 定員制限 をかけて
図書館司書が実施しました。参 加は 24 人で したが、 大型絵本や観客参加型の手遊 び
もあり、楽しい会となりました 。「文 庫育成講座」は全 2 回 で、1 月 28 日 と 2 月 12
日に実施し、スケッチ ブックをめくりながら お話が進 んでい くスケッチブックシア タ
ーを作りました。「ブックスタート」は前回ご説明した通り 実施方 法が変わ ってお り
ます。前回は報告し ていませんでした が、今回は図書館で事業を受 けた人の 人数を 挙
げています。
緊急事態宣言を受けて「布の絵本 の会」「朗読紫苑の 会」「読書 会 カフェ」「図 書
館実習」は中止としました。「 おはな し会」も緊急事態 宣 言 中 は中 止し て い ます が 、
解除されたら再開したいと考え ていま す。
これからの予定としては、「文 庫懇話 会」 の 2 回目 を 2 月 26 日 に開催し ます。
次に「太宰府市民図書館利用統 計（令和 3 年 1 月）」をご覧 ください。黄色に 着色

している項目は、前年 同月と比べて利 用が増えています。前 回報告 の 10 月利用状 況
では、移動図 書館す くすく号の 利用が伸びて いるというご説 明をし ましたが 、今 回の
1 月の統計では 、移動 図書館に加えて 本館の 図書の貸 出利用 が伸び ています 。新型 コ
ロナウィルス感染症対 策事業として付 いた 100 万円の補正予 算で 劣化や傷 みが目 立
つ基本図書の買い直し をしていますの で、こ のことが利用を 促進した要因の一つで は
ないかと思います。
○時里会 長
確認 させてください。今から行う 予定になっているのは、2 月 26 日の「 文庫懇 話
会」と、3 月 4 日の「読書推進講座 」という ことです ね。これは 緊急事態宣言中で も
実施の予定ですか。
○事務局
はい、 その予定です。
○野田委 員
学校 支援事業ということで学級文 庫貸出しや授業支援をしてい ただいて ありが た
く思っています。学 校支援事業の中の「小 中 学校図書 館見学・職 場体験受入」で 小学
校 3 校となっているの は、見学に来ら れたと いうこと ですね 。何年生が来た かわか り
ますか。
○事務局
2 年生です。
○野田委 員
2 年生が 3 校から 実際に来られた という ことです ね。
○事務局
はい 、そうです。
(2) 令和 3 年度 予算（ 案）および事業 計画（案）について
○事務局
令和 3 年 度予算（案）につきましてご 説明します。
令和 3 年 度予算につきましては、令 和 2 年度からの新型コロ ナウィ ルス感染 拡大
に伴う経 済の低迷から、歳入の 落ち込 みが予想されており、図書館の予算に 限ら ず
市全体と して大変厳しいものと なって おります。
それでは歳出、歳入の順でご説 明いた します。
歳出につきましては、予算全体 を前年 度と比較すると 173 万 6 千 円 の減額と なっ
ております。上から順にご説明いたし ます。
まず、報酬です。これは、本協 議会の 皆様の報酬で前年と同 額です 。次に報 償費
です。子どもの読書活動推進事業に関 する予算で、県からの 補助金を活用す る予定
としています。次に旅費です。これも 本協議会の皆様の費用 弁償ということ で、交
通費に相当するのもので、前年と同額 となっています。
次に需用費ですが、消耗品費は 、ブッ クスタート用絵本と子 どもの 読書活動 推進
事業に使用する紙などの費用になりま す。燃料費、修繕費に つきましては、 文化学
習課で管理していた公用車が管財課の 管理になることに伴い 減額となるもの です。
消耗図書につきましては、新聞 や雑誌 の費用 ですが、廃刊に なった ものなど があり 、
5 万 1 千 円の減額となっております。

役務費の 法定点検料、車検手数 料、自 賠責保険料につきまし ても、 公用車の 移管
に伴い、 減額となりました。次に委託 料です。施設管理委託料、市 民図書館 指定 管
理委託料 ともに令和 2 年度にそれぞれの契約締結を行 い金額 が確定 したこと による
増減です 。次に使用料及び賃借料です が、これも機器に関する費用 で、金額 が確 定
したこと によるものです。
次に備品 購入費です。まず図書 につい て 128 万円減額 となっていま す。これ は冒
頭でもお 話ししましたが、新型コロナ ウイルス感染拡大に伴う経済 の低迷か ら歳 入
の落ち込 みが予想されており、１割減 額となっております。令和 2 年度は交 付金に
よる増額 がありましたので、今後も新 型コロナウイルス関連の国や 県の補助 金等 を
注視しな がら、対象となるものがあれ ば積極的に活用して増額して いきたい と考 え
ておりま す。
最後に負 担金、補助及び交付金 ですが 、これは前年同様の団 体と金 額になっ てお
ります。
次に 歳入です。
まず、社会教育費補助金ですが 、これ は子どもの読書活動推 進事業 に対する 県か
らの補助 金です。社会教育寄付 金は、 図書購入の指定寄付が あった場合に備え、 項
目を計上 しているものです。ま ほろば の里づくり事業基金に ついては、寄付金の 積
み立てを 少しずつ取り崩して毎 年使っ ておりましたが、令 和 2 年 度 ですべて 使い切
ったこと になりますので、令和 3 年 度の充当 はありま せん。 雑入は 、図書館 に設置
している コピー機のコピー代や 資料の 弁償代を見込んでおり ます。
この予算案につきましては、3 月議会 の議決を以て確定とい うこと になりま すの
でその点 をご了承いただきたい と思い ます。予算の説明は以 上です。
次に「令和 3 年度図書館事業計画（案）」を ご覧ください。 こちら も案というこ
とで現在 指定管理者で調整中で あり、 確定したものではあり ません。
はじめに修正があります。「本 とあそ ぼう全国おはなし隊」 につき ましては 、講
談社の方 が事業を中止していま すので 、この事業は削除して 下さい。
来年度は例年通りの事業に加え て、移 動図書 館すくす く号 40 周年 記念事業 を計画
しており ます。新型コロナ感染 拡大防 止のため、実施方法の 変更や中止が必要な場
合もある かもしれませんが、で きる限 り実施できるように努 めたいと思います。
○八尋委員
歳入の「まほろば の里づくり事業 基金」について、取り 崩し て と いうこ と で す が、
今後この 基金はもうな いということで すか。
○事務局
そうです。これは以前いただいた大口の 寄付を基 金とし たもの で、それ を少し ずつ
充ててい たということ になります。そ の他の 個別の寄付につ きまし ては、毎 年 1 万 円
いただい ているもの等 もありますので 、別に項目をあげて対応して いきます 。
○時里会長
基金の減額が、直接的にということでは なくても図書費に影響している のでし ょう
か。
○事務局
備品の図書購入費 減額については、令和 3 年度は 全体的 に他の予算もか なり削 られ

ているというところもあります。先ほ ども申 し上げま したと おり、補助金等 があれ ば
活用して、できるだけ増額していける ようにしたいと思って おりま す。
○八尋委員
今、新型コロナ感染対策で消毒液等が置 いてあり ますが 、それはどこか ら出て いる
のですか。
○事務局
消毒液等は市の管財課がまとめて 購入していますので、市 内の公共施設 につい ては
それを配付しているところです。
○八尋委員
こちらが出しているわけではない のですね。
○事務局
はい、直接購入しているものは今 のところはありません。
○野田委員
確認が 2 点あります。まず予算案の歳入 の方の数 字の単 位と、歳出 8 千 万弱に 対し
て歳入が同じくらいになるはずですが 、どう なってい るのか という こと。そ れから 事
業計画がありましたが、その予算が歳 出の中 のどの部 分にな るのか というこ と。こ の
2 点を教 えてください。
○事務局
まず、資料の歳入予算の単位は千円です 。この予 算でお 示ししているの は図書 館の
部分だけを切り出したものですので、 歳出 79,017 千 円と歳 入 109 千円の差額は、市
の一般財源を充当することになります 。次に 事業に関 連する 予算の 項目は、予算案 歳
出の 13 節委託 料の指定管理料に含ま れてい ます。図 書館は 太宰府市文化スポーツ振
興財団が指定管理者になっていますの で、市 から財団 に事業 費・人件費等を 含めた 指
定管理料を出し、その中から財団の方 から支 出してい くとい う予算 です。ち ょっと 複
雑でわかりにくいかと思いますが、財団 の予算で対応 して事業を行っていく のが主 な
ものとなっています。
○野田委員
これは意見ですが、ふつうは歳入・歳出 という形 で出されると、同額 になる はずだ
と受け取るものなので、差額が一般財 源から 充当され るとい うこと であれば 、歳入 に
それを入れて記載して、全額を示した方が い いのでは ないかと思い ます。また、事業
費がどこから出ているかということが わかるように、指 定管理 料の内訳を明 記して は
どうかと思います。
○事務局
文化スポー ツ振興 財団の予算も市 の予算が決まってからという ところで すので、そ
の辺も含めて今後の予算の出し方を再 度検討させていただい て、よりわかり やすく ご
提示したいと思います。
○野田委員
協議会委員 だけで なく、誰が見ても わか りやすい 形にな った方がいいの ではな いか
と思いました。
○時里会長
資料と説明 の方法 ということにな りますね。よろしくご検討く ださい。
○事務局
はい。

○黒田委員
基本的な協議会のあり方について の意見です。こ こ数年、予算や利用者 が少な くな
っている、本を買え なくなっている 、という話がずっ と続い ていて 、協議 会に出 るた
びに、自分は何 ができるのかと心苦し く思っ ています 。ここでいろいろなア イディ ア
が出ていると思いますが、ここで出されたも のがどう 生かさ れてい るのか、何か働 き
かけをしたら予算や助成金等が 増える のか等、協議会の 意見が 市の中でどう 反映さ れ
るのか、今後で いいのでお答えをいた だけた らと思っ ていま す。何かお役に 立てな い
かと思ってここに来ていますの で、協議 内容 をここで 発表していますとかあ ったら 聞
かせてください。
○事務局
予算については、図書館協議会でいろん なご意見 があっ たとい うことを 、財政との
査定の中で十分説明をしている ところ ですが、金額に結 びつい ていないとい う状況 が
あろうかと思います。これからも、皆さん のご意見を 財政に も、また、我 々は教 育委
員会でありますので教育長にも、皆さん から ご意見や ご要望があったという ことを 伝
えていきたいと考えております 。
○時里会長
野田委員、黒田委員からのご提言 を生かしていってほしいと思 います。
○時里会長
令和 3 年 度歳出予算を見ると△（減額）が ず らっと並 んでいて、図書費に集中して
いるという構造になっています 。予算 を削減 するとき に、どうしても図書に 集中し て
しまうのは、ギリギリに詰めて あるか らだと思うのですが 、 委託 料 は 増 えて ま す ね 。
これはどういうことでしょうか 。全体 が減って、減額が図 書 費に 集 中 し てい る の に 、
委託料が上がっていることが気 になり ます。どういう 理由があるのかお聞か せいた だ
けますか。
○事務局
委託料の増については指定管理 料の増 額によるものです。指定 管理は太宰府 市文化
スポーツ振興財団と令 和 2 年度から 3 か年の協定を結んでお り、増 額分は、協定を 結
んだ時点からの賃金の 上昇分を見てい るものです。図書 館の指 定管理料の多 くは司 書
の人件費となっていま すので、その賃 金の上昇分で 3 か年 で 若干 上 が っ てい き ま す 。
これを上限額というと ころで定めてい ますので、人件費 の上昇 の割合を見な がら実 際
の支払いとなってくる かと思います。 以上が委託料増額の要 因です 。
○時里会長
それでは、施設管 理の方はギリギ リに切り詰めていると いう理 解 で いい し ょ う か。
○事務局
はい、そう です。
○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。
４

その他
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 の利用
者への結 果報告と、現在実施中の今年度アンケートの状況 に つい て 事 務 局よ り 報 告 。

