
令和２年度 第２回 新潟市立中央図書館協議会 会議録 

開催日時  令和２年１２月１６日（水） 午後２時から午後４時まで 

開催場所  中央図書館３階 多目的ホール 

   出席者   委員８名、職員９名 計１７名 （傍聴なし） 

宮下委員、宗村委員、小田委員、川又委員、倉田委員、佐藤委員、 

高野委員、高橋委員 

吉田館長、寺崎館長補佐、辰口館長補佐、祖父江館長補佐、 

大野主任、山田主任、餅谷主任、渡邊主任、太田主査 

【次第】 

１ 開会 

２ 中央図書館長あいさつ 

３ 議事 

（１） 報告事項 

１ 令和元年度 新潟市立図書館の決算報告について 

２ 新潟市広域都市圏連携協約に伴う図書館相互利用協定の締結について（加茂市） 

３ 学校図書館支援センターの「Library of the Year 2020 特別賞」の受賞について 

４ 新型コロナウイルス禍での図書館の利用状況について 

（２） 協議事項 

   １ 令和元年度 図書館評価について 

 ４ その他 

 ５ 閉会 

【議事】 

（１）報告事項 

１ 令和元年度 新潟市立図書館の決算報告について 

  （高橋委員） ２点、意見と質問をしたい。まず歳入の諸収入について、報道等にもあ

るように、コロナ禍の中で新潟市も収入減が見込まれる。そのため、予

算措置のされ方も変わってくると思われるし、特定財源を増やすことを

考える必要がある。例えば、貸出カードやレシートへの広告掲載につい

て、システム改修時や導入経費が大きくかからずに済む良いタイミング

で検討されるとよい。レシートは連票印刷なので、広告数を制限しなく

てもよく、多くの広告を募集して掲載できる。先進例を調査して検討し

てもよいと思う。次に歳出の⑪図書館管理運営費と⑫中央図書館管理運

営費について。全体に減少しているが、何か見直しをされたのか。 

  （事務局）  現在の広告収入については、広告量に因らず収入は一定であるため、今

後、ホームページ広告やご意見をいただいた広告についても検討の必要

があると考える。図書館管理運営費については、敷地内の植物剪定の回



数や館内清掃の回数を減らす、警備員の常駐時間を短縮するなど、業務

委託内容の見直しの結果、経費の削減となったものである。 

  （川又委員） 歳出の⑨図書館ネットワーク費（OS 更新）とあり、計画的な支出である

と思うが、歳入にこの分の予算が含まれてない。そうなると、他の予算

から減らされているようにも思えるが、いかがか。 

  （事務局）  OS 更新は当初から計画されているもので、このために予算を確保して一

般財源から支出している。財務当局から歳出のために措置される予算

と、館に入ってくる収入としての歳入は別のものとなる。 

２ 新潟市広域都市圏連携協約に伴う図書館相互利用協定の締結について 

 （宮下委員） 未締結となっている三条市と、図書館以外の体育施設、公民館などの施

設との利用提携の状況はどうなっているのか。 

 （事務局）  三条市は有料施設も含めた相互利用を検討しており、三条市民とそれ以

外の利用者の調整などに時間を要している状況のため、時期は未定であ

る。 

３ 学校図書館支援センターの「Library of the Year 2020 特別賞」の受賞について 

（宮下委員） 全国に学校図書館支援センターのような仕組みはどのくらいあるのか。 

（事務局）  本市のような体制で取り組んでいる自治体は多くはない。千葉県市川

市、石川県白山市のように、本市より先に活動している自治体もある。 

（宮下委員） すばらしい賞をいただき、さらにレベルアップするために、他市町村の

学校図書館を支援する体制などを学んでほしい。 

４ 新型コロナウイルス禍での図書館の利用状況について 

（倉田委員） 貸出対応について、6 月下旬～7 月上旬の蔵書点検期間を少しずらすこと

で、貸出冊数が増えるのではないかと感じた。予定されていた日程を変更

することはできなかったものか。 

（事務局）  蔵書点検期間については、臨時休館期間の延長があれば変動もあり得たが、

元々蔵書点検期間は蒲原まつりの開催期間に合わせていること、その時点

では蒲原まつりの中止も決定していなかったため、急な変更は難しかった。 

（宗村委員） コロナ禍の状況の中で、ブックスタート時に本を手渡せないことを寂しく

思う。ブックスタートボランティアを経験した際に、読んでもらう嬉しさ

や楽しさを体験できる良い機会だと思った。本をもらって帰るというだけ

でなく、個別が難しいのであれば集合での読み聞かせなど、実施方法を来

年度に向けて検討してもらいたい。 

（事務局）  集合での読み聞かせも検討しているが、健診の安全な運営を優先する観点

から、健診所管課と協議し、短時間で行っている。感染状況を見ながら、

段階的に進めていきたいと考えている。読み聞かせについては、図書館の

「おはなしのじかん」への声掛けを行い、健診所管課と連携を図りながら、

来年度に向けて準備を進めている。 



（宮下委員） ブックスタートの対象者は全市に何人いて、実際に受け取っているのはど

のくらいか。また、受け取れなかった人へのフォローはどのように行って

いるか。予算は対象者全員分を確保してあるのか。 

（事務局）  昨年度は 5,003 人が 1歳児健診の対象であった。健診会場及び健診会場で

受け取れなかった人のために図書館でも実施している。健診会場での

4,739 人と図書館での 36 人のトータル 4,775 人が受け取り、実施率は

95.4％であった。一部の区では、健診に来られない場合に、後日保健師が

自宅の個別訪問の際に手渡したこともあった。予算は全員分の予算を確保

している。 

（宮下委員） 予算が確保されているのであれば、できるだけ多くの方に行き渡るように

なるとよい。また、この事業がその後の図書館の利用にどの程度結びつい

たのか、3歳児健診の際などにアンケートや集計などを実施できたら、見

えてくるものがあるのではないか。 

（事務局）  第三次新潟市子ども読書活動推進計画の冊子の中で、昨年度に実施したブ

ックスタートアンケート結果報告を記載している。アンケートは、ブック

スタートを経験したお子さんの 3歳児健診時に行っている。ブックスター

ト後の変化や効果を把握するため、家庭でお子さんに本を読んであげてい

るか、という問いに、8割以上の方に読み聞かせの習慣が付いているとい

う回答であった。現状では、今後もこのアンケートは続けていきたいと思

う。 

（小田委員） 読み聞かせボランティアをしていると、ブックスタートで絵本をいただい

てから図書館の読み聞かせに来たという親子が何組かいたので、結果とし

て出ているのではないかと思う。 

（宮下委員） コロナ禍での図書館利用について、例年の 7割程度になってしまっている

ようだが、令和 3年度になったときに、統計などはこの数字が基礎となる

のか。何か問題が起きて統計を取るときに、いつの年を基準にしてどのよ

うな処理と判断をするのか。それらの数値からどのように対応していくの

か、課題を見つけていくのか。今後十分に生かしてもらえればよい。 

       また、中央図書館と他館でのコロナ禍での利用状況の統計が出ているが、

中央図書館で実績が上がっている部分、他館で実績が上がっている部分、

変化のない部分や理由など、数値から見えるところをさらに分析して生か

していかないと、図書館運営の強化につながらず、結果的に予算が付かな

い、評価が低い、ということになるのではないか。 

       コロナ禍の問題だけではなく、例えば学校図書館支援センターの取り組み

について、さらに具体的に、全小学校分の貸出冊数、校区ごとの中学校で

の貸出冊数、そこから小学校の取り組みが中学校に続いているかを分析し

要因を探る、あるいは臨時休館と休校時の貸出冊数などから傾向を見てい

くなどしないと、様々な対応策に結びつかないと考える。 



（２）協議事項 

１ 令和元年度 図書館評価について 

（高橋委員） シート№2の自己評価欄において。コロナ禍対策として、概ね夏頃から貸

出冊数を増やしたり、貸出期間を延長したりしていると思うが、それ以前

の R1 年度末から対応しているソーシャルディスタンスの確保や消毒など、

実施していることはしっかり記載して、様々な努力をしているということ

を記したほうがよいと思う。 

（佐藤委員） シート№3の個人予約件数の目標値について、H30 に対して R1 が低い理由

はなにか。（→後半で回答）また、資料は西暦表記にしてもらえるとよい。 

（倉田委員） 最近は情報を簡単に入手でき、図書館を利用しなくても済んでしまう世の

中になっているため、貸出数も少なくなってきているのではないかと思う。

予算も減らされている中で、読みたくなる本を選書するということが必要

になる。要覧では、マンガ本については蔵書に対して 300％の貸出数にな

っている。全体に占める蔵書数は 3％であり、利用者が多いが蔵書数が少

ないという観点から言うと、偏った分類しかないのではないかと思う。5

類の技術を見ても、蔵書に対して 318％の貸出数になっているが、全体に

占める蔵書数は 9％しかない。このことから、分類の内容について、利用

者が求めている本があるのだろうかと思う。一方で、郷土については、蔵

書に対して 16％の貸出数でしかない。全体に占める蔵書数は 11％となっ

ているが、郷土の掘り起こしとなるような資料も欲しいと思う。選書方法

にこれらの見える数字が活用されているのか知りたい。 

（事務局）  選書は司書が毎週集まって、内容、必要性、必要冊数などを全市的に調整

して行っている。また、寄贈を受けることもある。需要のある本を増やす

べきではないかという意見もあるが、図書館の役割として、後世に郷土資

料を残していくというものもあり、また、社会教育施設である性質から、

需要のみで購入を決めるものではない。郷土資料については、収集の方針

と合わせて、掘り起こしや資料を身近に感じていただくような工夫が必要

と考えている。需要の高いマンガ本についても、収集方針に合わせ、新潟

市ゆかりの漫画家や社会的評価の高い作品を中心に購入している。 

（小田委員） 四点質問したい。一点目、シート№1「特色ある地域づくりに寄与する分

権型図書館」の実施結果にある地域連携事業講演会では、図書館側は何人

くらいの参加者を見込み、実際の参加者は何人だったのか。 

       二点目、同シート「子どもの読書活動を推進する学・社・民融合型図書館」

の自己評価にあるうちどく関連事業の「同世代の利用者の目に触れるよう

にして掲示場所や表示を自ら工夫する」というのは、実際にどのように実

施したのか。 

       三点目、シート№2「図書館運営」の自己評価にある「図書館利用につな

げることが課題」というものについて、よく耳にすることであるが、具体

的な施策はあるのか。 

       四点目、同シート「施策・事業」の研修参加職員数について。自己評価欄



に「参加職員数は減少した」とあり、点数も「1」としているのは数値と

しての評価なのか。参加者数が減少しても、スキルの向上があればよいの

ではないかと考えるが。 

（事務局）  一点目は、「信濃川右岸から見た新潟港開発について」と題し、沼垂の今

昔を語る会、東地区公民館と共催で、昨年 11 月 24 日に講演会を開催し

た。定員 80 名としたが、参加者は 68 名であった。 

二点目は、こども認定司書講座の中でポップ作成や紹介文を書いてもらっ

たが、それらをどのように見せたら効果的であるか話し合った。その中で、

「2 階へ上がる階段は必ず通るので、その壁に誘導するような表示を作っ

てみようか」、「エントランスも必ず通るので、紹介文を掲示してみよう」

との意見で掲示板を作成した。また、学習の合間に目に留まるように、紹

介文を学習室や閲覧席に掲示した。このようにして、どんなものをどこに

掲示したら目に触れる機会を増やせるのか、子どもたち自らが取り組んだ

結果をシートに掲載した。 

       三点目は、図書館内に留まらず、図書館から外に向かって働きかけを行っ

ているところである。新潟駅内でイベントを実施したり、自治協議会の部

会においても図書館利用の PR を行っている。 

         四点目は、前年の H30 年度に全職員を対象とした試行的なオンライン研

修を行ったり、研修内容を凝縮して回数が減ったため、翌 R1年度の実績

が減少している。研修内容は都度検討して実施しているため、効果は出て

いると考えている。 

 （高野委員） 現状として、小学校で本に親しむ習慣を付けても、部活動やその他の理由

で機会が少なくなったり、インターネット利用が増えたりしている影響な

どで、学校図書館の貸出冊数も少なくなっている。山の下中学校では、こ

れらを二つの面から改善しようと取り組んでいる。ひとつは、健康面への

影響からもネット利用の制限、もうひとつは、毎日 1（イチ）の付く日は

ノーメディアデーとして、図書館で本を借りて「うちどく」をしようとい

うもの。これにより、若干利用数は伸びたが、まだまだかと思っている。

スマホの所持率は 1 年生で 70～80％になっており、3 年生より多くなっ

ている。学校ではケータイ、スマホは必要ないとしているが、危険防止の

ために持たせたいという保護者の考えもあり、また、2 月から GIGA スク

ール構想が始まり、タブレット端末が導入されると、ますます電子メディ

ア利用の傾向が高まり、活字離れがどんどん進むのではないかと危惧して

いる。中学生の貸出冊数を増やすためのアクションプラン的なものが必要

なのではないか。そうしないと、大人になって図書館を利用することは少

なくなる一方だろうと考える。図書館の利用ガイドとして、図書館から学

校に出向いてもらい説明してもらったらよいのはないか。高校生になって

も気軽に図書館を利用できるよう PR したらよいと思う。本を知らない生

徒も多いため、学校にいる司書からだけでなく、別の方からも本の紹介を

してもらえたらよい。また、学校職員向けの図書が少なく、必要な本は職



員個人が購入している。職員向けのオレンジボックスのような仕組みがあ

ると、図書館利用も増えるのではないかと考える。 

 （川又委員） シート№1の「子どもの読書活動を推進する学・社・民融合型図書館」に

関連して、特別支援学校の図書館の現状について聞かせいただきたい。 

 （事務局）  新潟市内には東特別支援学校と西特別支援学校の二校があり、どちらも図

書館があり、数年前から司書が配置されて整備が進められている。西特別

支援学校は巻にあるが、図書館は会議室と併用されており、配架に苦労し

ている。また、児童生徒数も増えており、教室が足りなくなっているため、

図書館のスペースを確保できないということが課題となっている。東特別

支援学校は、今年度校舎を改修し整備が行われている。従来は図書館や教

室での貸出であったが、昨年暮れ頃から、「おうちに本を持って帰ろう」

という取り組みを行っており、活動を進めている。両校ともに授業内での

本の活用はほとんど行われていないが、これについても整備が進むととも

に少しずつ図られてきていると思う。学校図書館活用推進事業が学校支援

課主導により実施されているが、実践指定校に東西の特別支援学校が選定

されたと聞いており、引き続き支援をしていく。 

 （事務局）  佐藤委員よりご質問いただいていた、シート№3の個人予約件数に関して、

H30 実績数値より R1 目標値が低い理由についてお答えする。新潟市では

組織単位で様々な行政評価を行っているが、目標設定方法に違いがある。

教育委員会が策定している新潟市教育ビジョン、図書館が策定している図

書館ビジョン、新潟市子ども読書活動推進計画はサイクルが同じで、平成

27 年度から 31 年度の 5 か年がひとつのサイクルとなっている。しかし、

それぞれ指標や目標設定の方法が異なり、図書館ビジョンは前年度実績を

もとに毎年度目標値を設定しているが、教育ビジョンは 5 か年分の目標

を最初に設定するため、最初に 5 か年分の各年度の目標値を設定し公表

していた。個人予約件数は教育ビジョンでも図書館ビジョンでも指標とし

目標値を同じにしているが、目標を上回る実績となり、教育ビジョンです

でに発表していた R1 目標値との逆転現象が起こってしまった。 


