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令和２年度 第１回 新潟市立亀田図書館協議会 議事概要 

日 時： 令和２年７月２７日（月） 午前１０時～１１時１０分

場 所： 江南区文化会館 多目的ルーム２

出席者： 新潟市立亀田図書館協議会 田村委員，石坂委員，垣内委員，山本委員，荒木

委員，上野委員，村山委員

     事務局 真柄亀田図書館長，神田主任，小林主査，波田野副主査

次第

 １ 開会

 ２ 委嘱状交付

 ３ 亀田図書館長あいさつ

 ４ 自己紹介（委員・職員）

 ５ 議事

⑴ 会長及び副会長選出

⑵ 令和 2年度事業計画及び予算について
⑶ 令和 2年度図書館ビジョン評価指標目標について
⑷ 第三次新潟市子ども読書活動推進計画及び第二次新潟市立図書館ビジョンにつ

いて

⑸ その他

６ 連絡事項

７ 閉会

【議事】

⑴ 会長及び副会長選出

   （事務局）  新潟市立図書館協議会運営規則第 2条の規定により，会長及び副会
長は互選により定めることとなっている。自薦，他薦，その他どのよ

うに決定したらよいか委員へ問う。

（上野委員） 事務局からの提案はあるか。

（事務局）  会長に荒木委員，副会長に垣内委員を提案させていただくが，いか

がか。

（委員）   ＜異議なし＞

⑵ 令和 2年度事業計画及び予算について
   （事務局）  案件概要説明

   （上野委員）  「資料② 令和元年度 図書館・図書室・予約本受取サービスの

蔵書・利用状況」は 6月時点となっているが最新のものということ
か。

   （事務局）   昨年度の実績を 6月 8日時点で速報版としてまとめたもの。決算
報告までに数字が若干変わる可能性はあるが，ほぼ確定値である。
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（上野委員）  図書館の入館者数 158,815人というのは昨年度と同程度なのか。
（事務局）   昨年度は 17.1万人ほどの入館者数だった。2月のコロナウィルス

の問題が発生する前までは順調に推移していたが，隣接する亀田総

合体育館を利用していた方の感染が判明し，臨時休館となったこと，

また，3月初めにシステム切替えのための臨時休館もかなり影響し
たと考えている。

（上野委員）  図書館の規模としては，亀田と新津は規模的に近いのかなと思う

が，入館者数は新津のほうが，17.5万人ほどで亀田より多いが，登
録者数は亀田のほうが多い。しかし，蔵書は新津のほうが多いとい

うことで，亀田と新津の数字の違い，理由を把握されているか。ま

た図書館同士で情報交換しているか。

（事務局）   情報交換というのは特にしていないが，利用の傾向としては，亀

田図書館は立地的に公共交通機関での来館が難しい。その反面，パ

イパスが交差する車交通の要衝にあるので，江南区以外の区の方や

阿賀野市の方などが広域利用されている。

        新津は，阿賀野市のほかに隣接する五泉市，田上町など広域で利

用できる市町村が拡大していることも理由の一つかと思う。

（上野委員）  資料購入費の減額の主な理由は。

（事務局）   市全体の財源の中で，資料購入費は非常に厳しい査定を受けてい

る。令和 2年度予算は，減額率は縮小されたものの，それでも対前
年度比で 5.1％減。平成 26年度当初予算は，約 166,000千円だった
が，6年間で約 70,000千円減額されており，図書館としては厳しい
状況。

⑶ 令和 2年度図書館ビジョン評価指標目標について
⑷ 第三次新潟市子ども読書活動推進計画及び第二次新潟市立図書館ビジョンについ

 て

   （事務局）   関連があるため，一括案件概要説明

   （田村委員）  「資料④ 第二次新潟市立図書館ビジョン 令和 2年度実績評価
シート（江南区）」の「ウ 子どもの読書活動を推進します。」の

「施策② 学校，保育園・幼稚園・こども園，公民館などとの連携

と支援」で，子どもの読書推進に関わる職員の派遣が，平成 30年
度は 11人，令和元年度が 2人となっている。また，令和 2年度の
目標値も 2人だが減少の理由は。

   （事務局）   平成 30年度の職員派遣は，特定の職員を指名して依頼を受けて
いたものがあり，令和元年度にその職員が異動したことによる減。

           今年度の目標値についても，例年依頼をいただいている施設を見

込んで設定した。需要の掘り起こしのため，他の保育園・幼稚園な

どへ声をかけ，その施設を利用している保護者などへ働きかける取

り組みを考えている。

   （田村委員）  実績の内容としては，保育園・幼稚園が主ということか。
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   （事務局）   今のところは保育園・幼稚園からの依頼のみ。学校からの派遣依

頼も歓迎なので，お考えいただきたい。

   （上野委員）  平成 30年度は，その職員個人が頑張ったというように受け止め
たが，引継ぎなどはないのか。

   （事務局）   特定の職員を指名して依頼してくる施設が２つほどあり，職員が

異動したことで，依頼も異動先の図書館へ直接行くようになった。

そのため，亀田の実績が職員の異動先の図書館の実績に移ったよう

な恰好になっている。

   （上野委員）  コロナ禍で，計画策定時点とかなり状況が変わっていると思うが，

そのままの計画で進めるということで良いか。

   （事務局）   コロナウィルス対策を講じて，感染拡大に配慮しながら，少しず

つでも目標に向かって進めて行けたらと考えている。

 ⑸ その他

   （事務局）   上野委員へ伺いたい。事業計画にも載せているが，亀田商工会議

所，亀田商店会連合会が主催して実施している「まちゼミ inかめだ」
については，今年度の実施予定についてはいかがか。

   （上野委員）  商工会議所もコロナ禍の中で，今年度の様々な事業について見直

しがされている。「まちゼミ」についても方向性が検討されている

ので，実施することになれば協力したい。

   （事務局）   田村委員へ伺いたい。「江南区中学生俳句作品展」ということで，

毎年，参加いただける中学校から授業で作った俳句作品を借上し，

展示させてもらっているが，コロナ禍で休校等もあり授業の進捗も

例年とは違っていると思うが，協力いただけるものかどうか意見を

伺いたい。

   （田村委員）  授業時数の中で「表現」に割く時間というのは難しいところ。そ

れでも，発表の場があれば子どもたちの気持ちも膨らむので有効。

俳句を作るとなると，できれば 3年生，2年生に作らせたいと考え
る。授業の時間割を考えるとできるだけ早めに依頼があれば，対応

できる可能性が増えると思う。

   （上野委員）  俳句を詠むというのは授業の中で行うのか。

   （田村委員）  国語の授業の一環で。

   （上野委員）  作品は，授業の中で作ったものというパッケージになっているの

か。商工会議所の会員の中でも，中学生，高校生の子どもを持つ同

世代の方がいるので，例えば，そういう方々から一般に募集するよ

うなことは可能なのか。

   （田村委員）  俳句・短歌は国語の教育課程。

掲示するだけでは学習へ直接結びついていかないので，「鑑賞の

学習への発展」の流れとしては，こちらから仕掛けて創作し，子ど

もたちの教育に結び付けていくもの。

   （事務局）   江南区産業振興課が主催している，一般の方々からの作品を展示
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する「江南区俳句展」も実施できていない。コロナ禍でなかなか中

学校から協力をもらえないのではと。中学生だけではなく，一般の

江南区俳句展との共同実施など実施方法を探っている状況。

   （上野委員）  学校授業で作った作品ということに縛られず，皆さんに俳句を作

ってもらうという目的として，一般に俳句作品を募集します，とい

うことであれば，商工会議所として協力できることもあると思う。

企画案ができた時点で声がけいただきたい。

   （上野委員）  子どもたちへの絵本の読み聞かせについて，この状況の中で実施

が難しいと思う。読み聞かせ動画を YouTubeに載せているところ
もあるようだ。例えば，ボランティアさんの読み聞かせ動画を図書

館のアカウントとして，今後， YouTubeにアップロードするとか
は可能なのか。

   （事務局）   すでに実施している図書館もあるようだ。新潟市の図書館では，

現在，ＳＮＳで情報を発信していくための取り扱いを検討するプロ

ジェクトを発足させた。まだ具体的な段階ではないが，今後，その

中で検討していくことになる。

   （村山委員）  図書館の本は，色々な方が触るので，コロナ対策で嫌がる人もい

ると思うが，本（紙）自体にアルコールを吹き付ける訳にもいかな

い，何か方法があるのか，どのような対策をするのか。

   （事務局）   現状では，新潟市立図書館としては来館時にアルコール手指消毒

や手洗いをお願いしている。紙の上での新型コロナウィルスの生存

期間は 24時間ほどという情報もあるようだが，1冊 1冊を除菌する
というのはかなり困難。県外の図書館では，除菌できる機械を設置

し，利用者自ら除菌するというところもあるようだが，設置経費，

ランニングコストがかかるため導入は難しい。

   （上野委員）  漫画喫茶など不特定多数の方が書籍を扱う場所では，返却された

ものを店員がサッと一拭きしているところもあるようだが。

   （事務局）   それが出来ればよいが，亀田図書館は利用も多いため困難。また，

紙を水気のあるもので拭くのは，本に影響を与えるので，現状では

できない。

   （荒木会長）  亀田総合体育館は，かなり長期の休館，利用制限があったが，亀

田図書館はどうだったか。

   （事務局）   市立図書館全体として，緊急事態宣言が発令されたことを受け，

4月 23日から 5月 10日まで臨時休館，5月 11日から 20日まで予
約本の貸出しのみ再開。ガイドラインを作成し，5月 21日からは通
常の貸出しや館内での閲覧などサービスも徐々に再開した。

   （荒木会長）  読み聞かせ活動が限られているという話もあったが，現在もサー

ビスの制約などは残っているか。

   （事務局）   ソーシャルディスタンスを保てるよう，館内の閲覧席数，インタ

ーネットコーナー，視聴覚資料の視聴コーナーの数を減らして運営

している。
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   （上野委員）  ステイホームが叫ばれていて，子どもたちもできるだけ家にいる

状況で，逆に読書普及のチャンスなのではと感じている。図書館側

から子供たちへおすすめ本，おもしろい本などを発信していければ

読書が広がっていくのではと思うので，可能なら実施してほしいの

で提案する。

   （事務局）   関連するが，8月 6日から，当面の間，貸出冊数を 10冊から 15
冊へ増やし，貸出期間も 2週間から 3週間に延長する取り組みを実
施することになった。出来るだけステイホームで読書を楽しんでも

らうという取り組みなので活用してほしい。

【資料】

次第 

委員名簿 

座席表

資料① 新潟市立図書館協議会運営規則（抜粋）

資料② 令和元年度 図書館・地区図書室の蔵書・利用状況（速報版）

資料③-1 令和 2年度 亀田図書館運営方針及び事業計画
資料③-2 令和 2年度 亀田図書館当初予算
資料⑤-1 第三次新潟市子ども読書活動推進計画（概要版）
資料⑤-2 第三次新潟市子ども読書活動推進計画
資料⑥-1 第二次新潟市立図書館ビジョン（概要版）
資料⑥-2 第二次新潟市立図書館ビジョン


