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平成 23 年度 第 1回 四街道市立図書館協議会会議録 

 

 日 時  平成 24年 2 月 23 日（木）午前 10時 00 分～午前 11 時 30 分 

 場 所  四街道市立図書館 3 階会議室 

 

【委員】 

出席者  星野悦郎会長  森茂雄副会長  田中省三委員  秋山 仁委員 

  仲田朋子委員  平川町子委員  近 仁美委員  志村暎子委員 

  渡辺暢恵委員 

【事務局】 

出席者  木村俊幸教育長 實川佳延教育部長 横山図書館長 森副主幹  

秋葉副主幹  阿部主査補 

 

【傍聴人】 なし 

 

１．開会 

２．教育長挨拶 

３．委員紹介 

４．職員紹介 

５．正・副会長選出について 

  ○教育長が座長を務め、会長・副会長を選出 

  ○会長は星野悦郎委員、副会長は森茂雄委員に決定 

６．会長・副会長挨拶 

７．議事録署名人の指名について 

  ○議事録署名人は、秋山委員、近委員に決定 

８．会議の公開・議事録の録音・傍聴及び傍聴人への資料配布について 

  ○会議は公開とし、議事録作成のため会議の録音、発言者名を明記するという 

ことで決定 

  ○傍聴人なし 

９．議事 

（１） 視聴覚機材・教材の貸出業務について 

（２） インターネット図書予約システムの導入について 

（３） ブックスタートについて 
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（星野会長） それでは、（１）視聴覚機材・教材の貸出業務について議題とします。 

       事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）  資料説明 

 

（星野会長） ただ今、事務局から説明がありましたが、この件についてご質問、ご意 

      見のある方は発言願います。 

 

（秋山委員） フィルムが 260 本もあるようですが、この内訳はどうなっているか。 

       また、その目録等が各学校に配布されているのか教えてください。 

       フィルム、機材の搬送が図書館の方で可能かどうかもお答ください。 

 

（事務局)  フィルムの内訳につきましては、アニメ映画系が 97 本、劇映画系が 

      163 本で計 260 本です。 

       目録につきましては、現在作成中でございます。 

       搬送につきましては、人手、車の関係がございますので、利用される 

      方が、直接こちらに出向いて利用いただきたいと考えております。 

 

(星野会長) 目録を作成中ということでございますが、いつ頃までに作成されるのです 

     か、目録を作成したら図書と同じように、インターネットで検索できるよう 

     になるシステムまで考えていますか伺います。 

 

（事務局）  目録につきましては、4月 1日からの運用となりますので、3月末ごろ 

      完成します。 

       県内でも図書館において機材等の貸し出しを行っている所があります 

      が、あくまでも団体向けということで、ほかの図書館も公表はしておりま 

      せん。現在の利用状況ですが、おおむね 20 団体程ですのでインターネッ 

      ト等での公表は考えておりません。 

 

（星野会長） 公表していないとの事ですが、公表している図書館・施設もあります。

具体的に申しますと、千葉県の生涯学習センターでは 16 ミリフィルムに

つきましては、ジャンル別にフィルムのタイトルと映画の概要、制作年表

を目録としてインターネットで公開しております。このような事実があり

ますがいかがですか。 

 

（事務局）  学習センターと公立図書館では、組織上異なります。学習センターは専
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門的な組織で、そういった資料を提供するところです。 

       図書館は本来の図書の貸出しがメインでございますので、公表は現在 

      のところ考えておりません。 

 

（星野会長） 公表は考えていないとのことですが、この 16 ミリフィルムの映写機の

利用率を記した事業仕分けの際の資料を見せていただいたのですが、19

年度が 19台、20 年度が 27 台、21年度が 6台と大変利用率が低いように

思います、利用率を高める為にも、是非インターネットで公表するようご

要望するところです。 

 

（事務局）  時代の変化によりまして、ＤＶＤが主流になっています。各幼稚園、保 

      育園等にはそれなりに情報提供をしておりますが、利用が少なく、申込が 

      ないような状態です。今後、自治会、子供会などから申込みがあった場合

には、フィルム等の案内をしてまいります。16ミリ映写機については、

操作技術の講習の関係がございますので、利用に関してこのような事もネ

ックになっているのではないかと思っております。 

 

（星野会長） 16 ミリフィルムについては、おっしゃるように、利用率が低いという

根底には、フィルムそのものの制作年代、千葉県の生涯学習センターの目

録を見てみると昭和 30年代の半ば頃から平成の初め頃までのデーターで

ございまして、実際ＤＶＤと比較すると、フィルムの内容が古いのかなと 

      と感じることもございます。しかし、一方では、古いものでも社会教育的

価値があるものもあると思います。できれば、そういった価値のあるもの

を是非、対象者の方に見ていただけるように、積極的にＰＲできるように

目録をインターネットで公表をあらためて要望して、終わります。 

 

（志村委員） 24 年度から機材・教材等は図書館での貸出となりますが、図書の購入

の中に教材購入が入るのですか、それとも教材購入を別の枠でこれからも

予算化していくのですか。 

 

（図書館長） 機材・教材については、予算上では図書館費として修繕も含めて予算計

上してまいります。ＤＶＤ、ビデオ等につきましては、平成 22年 4 月か

ら図書館に移管され、図書と併せてＤＶＤも購入しているところです。 

 

（渡辺委員） 先ほど、図書館は本来、本を貸す所だと言われましたが、現在では、 

      本とはいわず、メディアという言い方をして、映像機器も含めて、見るも
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の、読むものすべてを貸し出す場所であることが共通認識でありますので、

本以外のものも積極的に貸し出すのが、一般的になっているということを

お知らせしていただきたいと思います。 

       それから、教材ということになりますと、学校のことは学校の先生にし

かわからない部分が多いので、どういう教材を買ったら学校のニーズに合

うのかというところはどのように検討されるのでしょうか。 

 

（事務局）  教材購入予算は計上していません。機材の修繕は要望しましたが、新た 

      に揃えてどんどん拡大していくということではありません。ライブラリー 

      の廃止に伴って、業務を図書館で行なっていくという考え方ですので、購 

      入については特に考えておりません。 

 

（図書館長） 補足ですが、視聴覚資料は、図書館の中で予算を図書と併せて、ＤＶＤ

やビデオを発注している状況でございます。ＤＶＤについては別途、図書

館で購入しています。 

 

（事務局）  但し、それは、対個人のみとなりますので、あくまでも個人視聴に限ら

せて頂いていますのでご了承ください。 

 

（渡辺委員） そうしましたら、現在ある教材の目録は、学校側に提出していただける

ということでしょうか。先ほど、目録はないということですが、ＤＶＤの

団体貸出用の目録はあって、学校にも伝えていただけるということなので

しょうか。 

 

（事務局） 作成が終わりましたら、教材目録につきましては、学校に配布します。 

 

（渡辺委員） ありがとうございます 

 

（星野会長） それでは議題（１）視聴覚機材・教材の貸出業務について採決を行いま 

      す。原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（星野会長） 挙手多数と認め（１）視聴覚機材・教材の貸出業務については、原案の 

      とおり承認することと致します。 

 

（星野会長） 次に、（２）インターネット図書予約システムの導入について、を議題 

とします。事務局から説明をお願いします。 
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（事務局）  資料説明 

 

（星野会長） ただ今、事務局から説明がありましたが、この件についてご質問、ご意  

見のある方は発言願います。 

 

（星野会長） インターネットの関連で質問をさせていただきたいと思います。 

      四街道市立図書館のホームページは大変素晴らしいホームページだと思

います。ところが、見ていく中で、図書館からのお願いというアイテムの

下に図書館では、毎年 6月下旬に蔵書の点検を行っています。平成 21 年

の 6月の点検では、778 冊の不明本がありました。このうち殆どは貸出手

続きをせずに館外に持ち出されたものと思われます。という記載がありま

す。770 数冊となると図書館の年間の図書購入費が確か 2,000 万円で

10,000 冊の図書を購入しております。そうしますと、1冊あたり 2,000 円

で購入すると、150 万円余の図書が盗難にあっているということでござい

ます。市民の血税がこのような状況で図書が失われているという事は、大

変悲しむべきことであります。このことにつきまして、昨年度の協議会で

も提案をさせていただきましたが、職員の方が来館者の見回りも限界があ

るかと思いますので、昨年、図書盗難防止システム（ＢＤＳ）導入をお計

りいただけませんかと要望を出させていただきましたが、再度、ホームペ

ージを拝見いたしまして、あまりにも多額の図書が失われているという状

況から、図書館としましても何らかの対応策を考える時期にきているかと

思いますが、館長いかがでしょうか。 

 

（図書館長） 実態的に、蔵書点検を実施するなかでの冊数だと認識しておりますが、 

      対策といたしましては、職員の随時見回るような対応はとっているところ

です。新たな対応につきましては、今後、検討していきたいと思います。 

 

（事務局） 前回の会議でもお話をしたかと思いますが、平成 21年度、地域活性化経

済対策臨時交付金という国庫補助事業がございまして、ＩＣチップ導入で、

6,100 万円ほど予算の要望を行った経緯がございます。 

      ＩＣチップというのは、単なる、盗難防止だけではなくて、どこに本があ

るかも全部それでわかりますし、返却も貸し出しも１回で行える。会長さ

んがおっしゃった、ＢＤＳは千葉市などでも導入していますが、これは、

単なる盗難防止だけの１枚 23 円程のものを買って付けるもので、今後、

経費削減ということで導入を考えるならＩＣチップを導入して、事務の簡
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素化や、盗難防止などを検討するべきではないかと考えています。 

       

（星野会長） ＩＣチップの件はわかりました。要は今、求められているものは、先ほ

ど申しましたように、21 年度の 6月で 150 万円余の図書が盗まれている

という状況で、その後も盗難が続いております。 

       早急に対応を考える必要性があるのではないでしょうか。高額の 6,100

万円のＩＣチップを検討中というお話がありましたが、今、早急にやるべ

き方法を考えるべきだと思います。 

       私も千葉市立図書館に行きまして、司書の方に詳細に伺ってきました。

県内の複数の図書館についても、この図書盗難防止装置、図書館によりま

しては、図書貸出し確認装置と呼んでおりますが、この装置をつけている 

      のが、一般的でございます。このような装置をできるだけ、早期に実現す

ることによりまして、入口にはゲートも造りますし、抑止効果もあります

ので、ぜひ盗難を早期に防ぐような方法を構築いただくように再度お願い

をしたいと思います。 

 

（志村委員） そうしますと、本館だけではなく、分館である公民館の３館にも導入す

るという事ですか。 

 

（星野会長） 千葉市の場合は、中央図書館だけＢＤＳを付けていますが、市内の分館

につきましては、そのシステムは付けていません。利用者の多いところに

盗難の可能性が高いということで中央館に設置されています。私の希望と

しては、四街道市の中央館になります、こちらの図書館にＢＤＳを設置し

て、公民館を含めて複数の図書館には、あえてそこまでは設置する必要性

があるかどうか検討いただきたいとの趣旨でございます。 

 

（渡辺委員） 公民館もどこの本がなくなっているとか、なくなっている本の割合など 

      わかるのでしょうか？本館がやはり多いのでしょうか？ 

 

（事務局）  細かい数字は分からないのですが、隔年ごとに公民館の資料の蔵書点検 

      を行っていて、３回目に不明となると、不明本として消去という扱いにな

っているが、やはり、一番盗難が多いのは、本館です。 

                        

（星野会長） 本館の方が多いということですね。 

 

（事務局）  はい、いつの間にかなくなり、いつの間にか返ってきているというパタ 
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      ーンもありますので、常に書架チェックをしながら、分類以外のところに

配架されているものに関しては、必ず返却処理をかけて、確認するように

しています。そうしないと、まとめてあった場合に、見つからない本とか

がでてくる場合もございますので、そのあたりは常にチェックをしている

状況です。 

 

（渡辺委員） インターネット予約は、個人の予約システムだと思うのですが、私は学

校図書館の立場なものですから、学校側のことでお願いするのですが、今

は、学校と図書館が同じデーターを共有してお互いに検索ができるように

して貸し借りするという方向になってきていますので、仲田委員さんはよ

くご存じだと思うのですが、学校もデータベース化しています。 

       このデーターを相互に同じものを使ってお互いに検索できるようにな 

      りますと、子ども達がさらに学習に使えることになりますので、今後進め

ていただけますようお願いします。 

 

（図書館長） いま、渡辺委員さんからお話がありましたように、教育委員会では子ど

も読書活動を推進しているところです。その中で今後５年間、１０年間と

いう経緯の中で、まず各学校のデータベース化を図り、その後学校と図書

館につきましては、調査してまいりたいと思います。 

 

（志村委員） 目的のところにパソコン、携帯電話等によるインターネット上から図書

の予約状況の確認とのことが書かれていますが、いろいろな人員削減が行

われている中で、これを常時、速やかに行うということは、人的な措置が

ないとなかなか無理なのではないのかと思いますが、そのあたりの人的な

要望などは、どのようにお考えですか。 

       

（事務局）  人的な面は非常に厳しいと思います。 

       予約状況を毎朝チェックして、公民館を巡回し、予約の本をとり置いて 

      公民館にあるものを取りに行き、公民館に予約が入ればこちらから運ぶと

いうように、インターネットを導入した近隣図書館では毎年、倍、倍に利

用が増えている現状です。 

（渡辺委員） そうなりますと、今、職員の方が行われているレファレンス、行事など 

      を行いながら、インターネット予約業務も行うということは、大変すぎて

貸し出しの方ばかりになってしまうと、大事な心を耕すとか要望に応える

という、きめ細かなサービスの方がおろそかになるのではないかなという

懸念があります。その単純作業の部分は専門職じゃなくてもできるので、
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その部分だけはバイトさんがやるとか今もそうなっているのかも知れま

せんが、専門職と単純作業をする人とを分けていかないと四街道市民のた

めにはならないのではないかと思うのですがいかがでしょう。 

 

（事務局）  業務につきましては、朝一番に予約状況を確認して、２名体制で、時間

的には１時間強位要しますが、本を取り押さえて公民館巡回するという業

務を毎日行いますが、レファレンス業務は、これまで通り行ってまいりま

す。 

 

（図書館長） 補足になりますが、予定としましては、24年秋、10 月頃を目途に進め

ていくという形ですので、それを含めて内容を詰めて人材の確保も含めて

今後、検討していくつもりです 

 

（星野会長） ご発言いただいてない方のご意見をお願いします。 

 

（田中委員） 進めていただけると大変ありがたいなぁと感じております。準備にあた 

      って、予算との関係の中で、きめ細かい対応をしていただきたい。 

 

（仲田委員） 学校との共有を図っていただきたい。図書館業務として直接利用者との 

      関わりや機械との関係があり、予算・人員削減されている部分では難しい

部分ではありますが。 

 

（星野会長） 要望ということでよろしいでしょうか。 

 

（仲田委員） はい 

 

（星野会長） それでは、（２）インターネット図書予約システムの導入について採決 

      を行います。原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（星野会長） 挙手多数とし、（２）インターネット図書予約システムの導入について 

      は、原案のとおり承認することと致します。 

       次に、（３）ブックスタートについて議題とします。 

       事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）  資料説明 
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（星野会長） ただ今、事務局から、ブックスタートについて説明がありましが、この 

      件についてご質問、ご意見のある方は発言願います。 

 

（渡辺委員） ブックスタートをしていただけるということで、大変有難い事だと思 

      います。方法ですが、私は柏市を支援しているのですが、ボランティアの 

      方が参加して下さるようなことを聞いています。四街道市は、とても市民 

      のレベルが高いというか、保護者ボランティアが沢山いらっしゃいますの 

      で、そういう子育て経験のある方がお手伝いしてくださるのではないかと 

      思います。沢山の人が赤ちゃんに関わって、新米ママさんの応援をしてあ 

      げますよという姿勢をみせると、また、地域のつながりやボランティアの 

      方たちが更にスキルアップ出来たりしますので、それも視野に入れて進め 

      ていただけたらと思います。 

 

（星野会長） 私は、乳幼児健診がよくわからないのですが、健康増進課が行う４か月 

      検診時に薦めたい絵本の相談、ブックリストの配布等とありますが、これ 

      は、保健センターで行う時に、図書館の職員が出向いてということではな 

      くて、保健センターの方に本をお渡しするということでしょうか。 

 

（事務局）  市の保健センターで行います。 

４か月検診の際に保護者に絵本をお薦めして、絵本を配ります。絵本の 

    読み聞かせを組み入れて行いたいと思っています。 

また、お渡しできる本は１冊ですので、いろいろな絵本の紹介リストな 

      どを添えて、今後、図書館にも足を運んでもらえるように、図書館の考え 

      を記載した資料をお渡ししたいと考えています。 

 

（星野会長） 四街道市の出生率からすると、600 人前後かと思われますが、用意され 

         ています資料はどのくらいでしょうか。 

        

（事務局）  900 冊で要望をしています。 

 

（図書館長） 毎年、小学校の入学時の人数が、約 800 人前後ですので、それを超え 

      た人数で申請しています。 

 

（仲田委員） 今、絵本の価格はものすごく高くて 1500 円位します。それを 900 人と 

      なるとものすごい金額になると思います。 
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       幼稚園では、こどものともや福音館の絵本「絵本になる前の絵本」のよ 

       うなもの、定期購読のような形で購入できる安価なものがあったりし 

       ます。また、袋に本が入ってきて回覧し、読み聞かせをしてくださいと 

       いうことも子供の幼稚園時代に経験しました。 

        1500 円位の高価な絵本をもらって、何回も読む子もいると思います 

が、中には１回読んで終わりだとか、そういう懸念もあります。いかに 

予算を無駄なく使えるか、いい方法がないかと思っています。特定の組 

織ではないので、回覧するのも難しいかと思いますし、配って終わりだ 

と、どこか本棚の隅っこにしまいこんでしまって、そのままになってし 

まうことも考えられます。効率的な方法がないでしょうか。 

また、これは何回かに分けて配るのですか。 

 

（図書館長） ４か月検診というのは毎月ございます。その検診に出向いて、対象者に 

       配布します。 

 

(仲田委員)  4 か月検診のときだけ配るのですね。 

 

（図書館長)  はい、そうです。図書館としては、主催事業として考えています。 

       今年度までの小さな子に向けた主催講座ですが、２歳から３歳向けの絵 

本の会を行なっています。それより前の乳幼児を対象としたものをと 

考えた時に、県内の市町村の状況を調査いたしましたところ、4か月検 

診のブックスタートというものが多かったので、健康増進課と打ち合わ 

せを行い進めてきているところです。 

また、絵本の金額も県内の市町村を調査したところ、平均的な金額で 

ると思います。 

 

（星野会長） 乳幼児のみなさんに本に親しん頂くことを願ってお配りするわけですが、 

      本のテーマだとか、どういった絵本をお配りする予定でしょうか。 

（事務局）  本を配る以前に検診時に、検診文庫みたいな形をとれないかと思い、そ 

      のためのブックリストを作成します。その中から、配るにはどうしようか 

      ということで、福音館の本から 2冊を検討しています。あくまでも配るの 

      は付随的なもので、こういった本がありますよという情報提供と実際に手 

      にとって欲しいということ、できたら図書館に来ていただいて、これから 

      ずっと利用してもらいたいということがあります。 

 

（事務局）  乳幼児というと、お話が分かる訳ではないので、物の形のはっきりした 
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      ものとか、音の響きの面白いものとか、わらべうたといったものをメイン 

      に 初の段階として考えています。そこからリストの中で、物語、絵本の 

      方に入っていけるように、もう少し大きくなったらこんな本もいかがです 

      かというふうに情報提供できるように、昔話のがらがらどんや大きなかぶ、 

      創作のぐりとぐら等を加味して、ブックリストを作成したいと思っていま 

      す。 

 

（星野会長） わかりました。ありがとうございます。その他、ご意見ありませんか 

 

（近 委員） 仲田委員さんが申されたことに関連して、この本は、一回しか読まなか 

      ったとか、すごく読んでいますとか、配布した後の様子が私たちには見え 

      ないので、8か月検診か何かの時に健康増進課からの配布の資料の中に図 

      書館としてのアンケートみたいな形をとって、配布されたものを読まれま 

      したかという形で追跡していけば、実態が見えてくれば、果たしてこれに 

      効果があったかがわかると思います。アンケ―トの回答が全員かえってく 

      るとは思わないですが、それによって本の種類を変更しなきゃいけないと 

      か、いろいろ今後に活かせるような方向に持っていかないと、結構な金額 

      をかけて、配布するのに、配布してハイ終わりですとなってしまうと、折 

      角のきっかけがもったいないので追跡をしてみたらいかがでしょうかと 

      いう提案です。 

 

(仲田委員)  全く別の意見ですが、各市民のご家庭に子育ての時に読んだ本が、結構、 

      眠っていると思います。配るのは、新しい本でなければならないのでしょ 

      うか。要らなくなったものを、フリーマーケット的に集めて検診の時に好 

      な本があったら持って行っていいですよというものもいいのではないか 

      と思う。 

財政も厳しい中で、ものすごい金額をかけて行うというのもいいが、眠 

      っている本を集めて、検診時にもっていっていいですよというのもできれ 

      ば、もっと本を読むきっかけが広がるのではないのかと思いました。 

 

（図書館長） 今、仲田委員がお話されたような事は、子ども読書活動推進計画の中に 

      書かれている、乳幼児への働きかけという大きな項目としてあります。 

これにつきましては、それぞれの部署、こども保育課、健康増進課とか 

      いろいろなところとの関係となってくると思います。そういう中で、今 

      言われたような本の提供とかの事業展開も考えられると思います。 
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（星野会長） 具体的にはいかがですか。 

 

（図書館長） それはまだわかりませんが、今後、それぞれの部署でいろいろなこと 

      を考えていければと思っています。 

 

（星野会長） 絵本のリサイクルというお話もありましたが、その関連で図書館のリ 

      サイクルの関係でお尋ねしたいのですが、図書館においては、年間図書購 

      入費 2,000 万円、約 1万冊の図書を購入しています。一方、除籍図書は、 

      年間数千冊が処分されているとのこと。汚れたものや内容が古くなったも 

      のがほとんどだと思うが、これらの中にもリサイクルできるものも含まれ 

      ていると思います。予算資料を見ますと、毎年、図書リサイクル委託料と 

      して 1万数千円が計上されていますが、それとの関連で、もし出来ること 

      なら、図書館の入口あたりで、定期的にどうぞお好きな本をお持ちくださ 

      いということで図書をリサイクルし、有効に利用されるといったリサイク 

      ルについては考えたことがありますでしょうか。 

 

（事務局）  今、行なっているのは、団体に除籍したものから好きなものを数百冊な 

      り提供するという形で、定期では行なっています。 

       先日、わろうべの里にも提供させていただいたところです。 

       また、市役所の食堂や学校にも呼びかけてご案内はしていますが、図書 

      館に足を運んでいただいてという形になってしまうので、なかなか利用ま 

      でという形まで結びついていません。確かに、破損本、完全に使えないと 

      いう本もあるので、副本とかその当時、利用がかなりあって、まだ使える 

      がスペースの問題で除籍を適用しなければならないという形のもの多々 

      ありますので、汚れてはいないし、捨てるにはもったいないという本の 

      利用をなんとか考えていかなければいけないと思っています。 

 

（星野会長） 先ほどの図書リサイクル委託料は、そのような団体等に運搬費のような 

      形でということで考えてよろしいでしょうか。 

 

（図書館長） 消耗のひどいものを処分していただく費用となっています。 

 

(志村委員)  事務局、阿部さんからお話をいただきましたが、毎年蔵書点検の後に 

      図書館からの廃棄本を 500 冊くらいもらっていって、バーコードのマー 

      クをとって、わろうべの里用に張り替えて活用しています。 

       そこで重なるものにつきましては、地域の子供会、自治会などで欲しい 
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      というところがあるので、それを寄付しています。 

 

（平川委員） 私は、自分自身の教育の中で、子どもたちをどう養育するかということ 

を大きな柱にしています。第一歩は、子供も大事なのですけど、両親に、

母子手帳をもらう頃に親の集まりがあると思うのですが、その段階から 

親に絵本のあり方がどんなに大切かを知らせたいと思うわけです。もう 

ひとつ、一週間ほど前に小澤俊夫さんを幼稚園にお呼びして講演いただ 

いたのですが、これから自分の子供を育てる親たちに何か講演会みたい 

なものをやってもらえたらいいのかなと思います。確かに子どもたちが 

絵本好きになれば、図書に関心をもちながら生きていける人間のベース 

が作れると思います。 

子育ての中で、子供を絵本好きにさせるのは大切な事だと思っています。 

 

（星野会長） では、ご要望ということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局）  過去には、子供の本の講座ということで松居 直さんから、始まり、 

      いろいろな方をお呼びして行っていましたが、現在は行っていません。 

 

(平川委員)  今、子育て日本一と市長が言っているじゃありませんか。だから、皆が 

      トータルでひとつスクラムを組まないとだめだと思う。ひとつ、ひとつ 

      の場所でやっていくのでは、だめだと思います。たとえば、保健センター 

      で、お母さんが子育てでイライラしていらっしゃる時、ちょっとの間でも 

      いいから子供を預かってあげて、そこで何かをお話をするという事があっ 

      てもいいと思います。 

 

(森副会長)  全体としてのご感想ということで申し上げます。 

ブックスタートということで本当にすばらしい取り組みであると思いま 

      す。また、委員の皆様のお話を聞いても大変だなと感じました。 

インターネット予約システムについても、便利で重宝されるものだと 

      いう事で、これも素晴らしい取り組みだと思いますが、業務が拡大してい 

      くということで非常に効率よくやっていかないと大変だと思います。 

 

(星野会長）  それでは、議題（３）ブックスタートについて採決を行います。 

       原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（星野会長）  挙手多数、（３）ブックスタートについては、原案のとおり承認するこ 
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      とと致します。 

 

     これをもちまして平成２３年度、第 1回 図書館協議会を閉会いたします。 

 


