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令和２年度 第１回 甲州市図書館協議会  議事録 

 

令和２年６月２５日（木） 

午後２時００分～ 

甲州市民文化会館 

２階 第３会議室 

 

出席者 《協議会》田邉康仁、丸山久美、佐藤政幹、鈴木一江、 

関口加代子（代理出席小林千恵美）、根岸喜久恵、原子徹也、 

安田暁子、山下由紀（９名） 

《事務局》保坂教育長、辻生涯学習課長、古屋淑絵、丹澤、      

古屋美智留、藤原、岡部（７名） 

欠席者 《協議会》佐藤多賀子（１名） 

 

午後２時００分開会 

 

１ 開   会 定刻となりましたので、令和２年度第１回甲州市図書館協議

会を開催したいと思います。佐藤委員からは欠席の連絡をい

ただいております。あとおひとり参加予定の安田委員につき

ましては、確認を取らせていただきます。次第に基づきまし

て進めていきたいと思います。 

 

２ 任命書交付 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため年度当初に会議の

開催が出来なかったため、既に郵送にて対応させていただい

ております。 

 

３ 教育長あいさつ(保坂教育長) 

    皆さん、こんにちは。本日はお忙しいところ第１回図書館協議会にご出

席いただきましてありがとうございます。それぞれの団体また学識経験

者として委員を引き受けて頂きまして心から感謝申し上げます。 

甲州市の教育方針には４つの柱があります。義務教育の充実、生涯学

習の推進、文化財の活用、そしてその４つの柱の中に図書館活動が入っ

ています。図書館活動が教育方針の中に入っている市は多くはないです

が、それだけ活動を大切にしているということでもあります。 

第２次図書館基本計画は今年度、子ども読書推進計画は来年度で終了

となり、新たに第３次の計画を皆様に策定して頂く事になります。 



財政的にも厳しい状況にありますが、子どもの読書推進また生涯学習を考

えるうえで読書活動、図書館教育が大切になります。先人達は、苦難や困難

を乗り越え読書文化を大事にしてきました。一昨年には「ライブラリー・オ

ブ・ザ・イヤー」という最優秀の図書館、また昨年は「まーの・あ・まーの」

の読書活動が文科省より受賞をうけています。誇り高い受賞です。 

これから、事業報告、今年度の事業計画等が提示されますが、皆様のさら

なるお力をお借りしたいと思います。これをもちまして挨拶とさせて頂きま

す。 

 

４ 委員及び事務局の紹介 

  ≪図書館協議会委員≫から順に 

  ≪事務局≫辻課長から順に 

 

５ 会長・副会長の選任 

  ≪事務局≫ 委員による互選となっております。 

  ≪図書館協議会≫事務局一任 

  ≪事務局≫それでは、田邉康仁委員に会長を丸山久美委員に副会長を 

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

６ 会長あいさつ（田邉康仁会長） 

再任ということで会長を引き受けました。甲州市の図書館は、塩山図書館、

中央館として勝沼図書館、大和図書館、甘草屋敷子ども図書館があり、昨年

度、甘草屋敷子ども図書館については、財政難ということもあり閉館もやむ

なし。という答申もありました。勝沼図書館においては 2018 年に「ライブラ

リー・オブ・ザ・イヤー」の受賞もあり図書館活動の充実ぶりの現われであ

ると思います。図書館の司書、職員が協力して利用者が楽しめる工夫をして

素晴らしい活動を行っていることは本当によくわかっています。 

図書館の充実は文化のバロメーターでもあります。図書館協議会としては、

図書館活動のバックアップをしていけたらと考えています。 

 

７ 諮問 

   保坂教育長より図書館協議会田邉康仁会長へ 

   別紙のとおり 

  

 

 



８ 議事 議長 田邉会長：次第に基づいて進めていきたいと思います。 

（１）令和元年度図書館事業報告と利用状況等について 

塩山図書館 丹澤 

・令和元年度の事業報告をさせていただきます。３か月健診時に絵本の配布

をする「ブックスタート事業」ですが、昨年度は１４６名の乳児と保護者に

配布をしました。各図書館でお話会を行いました。甘草屋敷子ども図書館の

「絵本くらぶ」によるお話会、大和図書館「かるがもお話会」、勝沼図書館の

「おはなしプーさんの会」、塩山図書館「きしゃぽっぽ」等職員およびボラン

ティアで行いました。ただ、３月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めおはなし会は行わなかったので例年より１回ずつ少ない開催となりました。

これらのお話会に参加していた子ども達が少し大きくなった時に参加できる

「ピーターパンおはなしの会」は、勝沼図書館で行われています。 

・「学校巡回アニマシオン」についてですが、市内小学校１．２年生を対象と

して各学校２回ずつ巡回しました。同じ本を皆で読んで楽しくゲームをする、

また楽しくゲームをしながら読書をするという内容です。年間５２回を行い

ました。 

・「保育園巡回・児童クラブ巡回」についてですが、塩山図書館、勝沼図書館

では各保育園へ本を持って赴き、お話会をします。中学生の「キャリア教育

（職場体験）」時には、一緒に活動をしました。また、夏休みには児童クラブ

においてお話会やゲームを交えたお話会等をしました。 

・『撮れたて野菜』写真展を行いました。甲州市出身の農業カメラマン網野文

絵さんによる野菜中心の写真展です。甘草屋敷子ども図書館の蔵と勝沼図書

館にて合同の開催をしました。また写真の内容が野菜ということもあって農

業関係者のかた、地元のかたの来館がありました。 

・「甘草屋敷子ども図書館企画展」について 

甘草屋敷子ども図書館の蔵を使って行った「お宇宙（そら）のうえにはな

にがある？」という初めてのテーマで行った企画展でした。入館者は６８４

名と大勢のかたにきてもらいました。子ども達が楽しそうに絵本を見ていま

した。 

・「各館で行っているワークショップと講座」についてです。 

勝沼図書館の夏休み工作教室「パックンギョ」は牛乳パックを使って釣れる

お魚の工作を作りました。「読書感想文講座」も人気のある講座の一つで、山梨

英和大学の学生に協力をしてもらって２０名の子どもの参加がありました。 

塩山図書館の夏休み工作は、「くるくるちょうちんおばけをつくろう！」とい

う小さい子ども向けの教室でした。申し込みが多かったため、２部構成で行い

ました。また以前は「折り紙教室」と言っていましたが、一般大人向けのワー



クショップは「ペーパークラフト教室」と名前も変えて２回行いました。必ず

仕上げて帰ってもらうことが目標です。 

・「山梨むかしがたりの会」塩山・勝沼図書館協賛で行いました。塩山図書館

は毎年恒例。勝沼図書は初めての開催でどちらの館も盛況でした。 

・「パークライブラリー」は、甘草屋敷の庭を使ってテントを張ったり、ハン

モックを用意したり、基地を作ったりしました。「秋空の下で本を読む会」で本

を読む基地を回りながらスタンプラリーを開催しました。 

・「知的書評合戦ビブリオバトル IN 塩山」は、集客、時間や会場の設定等に

難しいところがありますが、継続しています。また、大和中学校、勝沼中学校

の図書集会と協賛してプレビブリオ（職員が書評合戦）を披露し、ビブリオバ

トルを体験してもらいました。次へつながることを期待しています。 

・２月３月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった行事が

かなりあります。新しい生活様式の中で図書館に何ができるかを考えて図書館

活動を行っていきたいと思います。 

 

勝沼図書館 古屋美智留 

・「カムカムフェスタ」は勝沼図書館の大きなイベントで職員総出となります。

午前中は、ボランティア「ティンカーベル」によるお話会、クラリネットのミ

ニ演奏会。工作は対象児を分けて２種類作りました。子ども読書クラブ「カム

カムクラブ」によるビックアニマシオン、「ライブラリークエスト」は利用者が

職員に声をかけて問題をクリアしていくもので、利用者と職員をつなぐ企画で

あり、一日中子ども達で賑わいました。 

・手話による読み聞かせグループ「まーの・あ・まーの」は先ほど教育長か

らもお話があったように『子どもの読書活動優秀実践団体』として文部科学大

臣より表彰されました。県内外から参加者があり、健常の子どもも参加してい

ます。静かだけれどスタッフの思いの熱いお話会です。 

・「カムカムクラブ」について、小学校３・４年生２０名で構成された子ども

読書クラブです。毎月１回アニマシオンを行ったり、市内図書館の全てを訪れ

たり、地域を知る地域体験、司書体験、本に出てきたお菓子を作る料理体験な

どを行いました。 

・「勝沼図書館ぶどうとワインの資料展」は２３年間行っている資料展であり、

『令和 受け継ぎ 受け継がれ 未来へつなぐ ブドウのカタチ ワインのカ

タチ』というタイトルで資料展を行いました。職員が取材をして資料をまとめ

ています。県内外からも好評で来館者、研修の依頼も多くあったため開催期間

を当初９月から１１月としていましたが、翌年の２月まで延長をしました。ま

た、この資料展との連動企画として連続セミナー『「明治十年仝十一年往復記録



を読む」』を文化財課指導監小野正文氏により往復書簡を読み解くセミナーを行

いました。さらに、ワイン文化が日本遺産として認定されました。最終回の３

月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためセミナーは中止となりましたが、

HP で動画による復習編を配信する予定です。 

・青森県五所川原図書館より「太宰治生誕１１０年」記念資料展 山梨県協

賛館として１県 1館の依頼を受けて資料展を行いました。 

・２０１８年に「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」を受賞してから県内外

からの来館者また講師依頼も増えました。その中で大阪市立大学院都市経営研

究科にてシンポジウムにパネラーとして参加したその結果として『公立図書館

と都市経営の現在 地域社会の絆・醸成へのチャレンジ（株）日本評論社発刊』 

と本となり勝沼図書館の記事が掲載されています。 

・ぶどうまつりでは大型紙芝居の披露、ワインツーリズムでは館内にて資料

の説明及び案内を行いました。これに関わって小渕沢図書館協働ワインイベン

トへ参加し、「甲州ワインの作り方」の紙芝居を披露しました。 

大和図書館について 

・毎年４月に行われる「大和・武田勝頼公祭」に合わせて「武田勝頼公展『武

田家を彩る姫と勝頼夫妻』」をテーマに女性にスポットをあてて展示をしました。 

 

田邉会長（議長）：事務局から事業報告、状況の説明がありましたが、何かご

質問がありましたらお願いします。図書館の素晴らしい活

動がわかりました。 

よろしいですか。それでは次の議題へ進みます。 

 

（２）令和２年度甲州市立図書館事業計画等について 

・事業計画に先立ちまして、現在の図書館の状況を報告いたします。新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため図書館の利用が、３月２日（月）から

全館休館、５月１５日（金）から制限付き予約開館となり利用者は、市内

在住者のみ、６月８日（月）から峡東３市（甲州市・山梨市・笛吹市）在

住者のみで制限付き予約開館、７月の夏休み前には自由開館をする予定で

す。これには市のガイドラインを適用し、入館に際しては体温や体調のチ

ェックをすることを考えています。状況により判断をするのでＨＰで確認

をしていただきたいと思います。 

・令和２年度の事業計画案についてですが、 

・蔵書点検業務について例年勝沼図書館は６月、大和図書館は９月に実施し

ていましたが、休館をしていた４月に既に実施済です。塩山図書館及び分

館は来年３月に予定をしております。 



・ブックスタート事業について 感染症による実施の見合わせ等があるため

健康増進課と連絡を取り実施について検討していきます。 

・図書館ワークショップ及び講座についてですが、中止としたワークショップ

等もあります。例年好評につき開催をしていた「読書感想文講座（小学生対象）」

については、小学生の夏休み期間が短くなっており、協力してもらう英和大学

の学生の確保も難しいため今年度は中止としました。 

・講演会について、例年若手醸造家による「アサンブラージュ」を行っていま

したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため昨年度は中止となりました。

今年度は「産地ワインの夕べ講演会」とし、若手醸造家に限らずワイン醸造家

に話を聞く講演会を予定しております。 

・各種お話会について 勝沼図書館の「カムカムフェスタ」は１０月３１日（土）

に開催する予定です。また、「おはなしプーさんの会」、「ピーターパンおはなし

の会」、「絵本くらぶ」、「きしゃぽっぽ」等の定例のお話会は現在休止しており

ます。状況を見て、開催できるようであれば再開していきたいと思います。 

・アニマシオン事業について 年度初めに各学校に年２回の実施希望をとって

いましたが、休校期間が延長されたため、４月５月は実施できない状況となり

ました。改めて連絡をとり希望をとっている状況です。学校行事により時間が

とれず、年１回実施の学校も出てくる状況です。 

・勝沼図書館の「ぶどうとワインの資料展」ですが、１０月、１１月の２か月

間実施する予定です。ただいまから資料展の準備に取り掛かっております。 

・大和図書館の「勝頼公に関する展示」については、勝頼公祭りが中止となっ

てしまいましたが、秋の「甲府信玄公まつり」に合わせて秋の開催を予定して

おります。 

・保育所および児童クラブの巡回についても希望をとり順次多対応していく予

定でおります。 

・キャリア教育・職場体験学習については、例年中学生、高校生の受け入れを

していましたが、今年度の状況ではお断りをしております。また秋頃に都合が

つけば受け入れをと考えています。 

・学校アニマシオン、ビブリオバトルは図書館で力をいれている事業であり、

昨年度の事業報告にありましたが、館内に来ていただけるとありがたく思いま

す。 

・ブックリサイクルが勝沼図書館で直近の６月２７日（土）、２８日（日）に行

われます。雑誌や寄贈された本を希望者へリサイクルしていただきます。 

塩山図書館は、ボランティア「図書館友の会」と共催して、例年４月に行って

おりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となり

ました。また、１０月のおよっちょい祭りへの出店もおよっちょい祭りが中止



となりましたので、開催はいたしません。 

・広報活動についてですが、各館発行のチラシ、おたより等があり、フエイス

ブックでの配信も行っています。また、今年度中に勝沼、塩山図書館にＷi-Fi

スポットの設置の予定があり、利用者の利便を図れると思います。 

 

 

田邉会長：事務局から令和２年度の事業計画について説明がありましたが、委

員の皆様 質問、意見等ありましたらお願いします。 

 

田邉会長：新型コロナウイルス感染症拡大防止によりイベントの中止、縮小、

変更等の対応をされているが、それについて事務局の考えはどうで

しょうか。 

古屋リーダー：来館されるかたも自由に入館できないことに不自由を感じてい

る様子があります。お知らせや広報、HP 等を見ている人には伝

わりますが、そうでない人もいるので難しいところがあります。

また、地域を限定しての利用としているので、せっかく来館し

ていただいたが入館できないという方もいて心苦しい思いがあ

ります。 

       ただ、どこの図書館も同じような対応を取っていると思います

ので、感染の拡大を防止するためには段階を追って徐々に通常

の開館をしていかないとならないと考えています。 

田邉会長：わかりました。他に質問等はよろしいでしょうか。 

佐藤政委員：昨年度の状況があって今年度同じ形で事業が計画がされている。 

自分は学校の生活を長くしてきたので、直線的に配置された「例え

ばこの行事の次はこの行事」というように順に実施していくことし

かなかった。図書館の事業というのは、一時期に重複して事業が同

時進行している。事務局は大変だと思うが、その事業が定着してい

ることを強く感じました。積み重ねが１年間の成果につながってい

ることを感じた。成果が定着されているから次に活かされている。

また、令和２年度はより大きな成果が得られると感じました。 

 

田邉会長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。コロナ感染症拡

大防止も含めまして様々な課題がありますが、事業計画にのっとっ

て職員の皆様には事業を進めていっていただけたらと思います。 

では、次に「第三次甲州市図書館基本計画策定についてですが事務

局からお願いします。 



（３）第三次甲州市図書館基本計画策定について 

 事務局：今年度は「第３次甲州市図書館基本計画策定」にあたる年度となり

ます。先に送付させていただきましたが、「第三次甲州市図書館基本

計画策定（案）」修正した箇所もありますので、再度配布させていた

だきます。それでは、作成日程予定もあわせてご覧ください。 

     本来ですと４月に図書館協議会を開催しまして策定にかかわってい

ただくところでしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

時期が６月まで伸びてしまいました。配布させていただきましたス

ケージュールで策定をすすめていきますのでよろしくお願いします。

「甲州市図書館基本計画」は、「甲州市教育振興基本計画」を具体的

にしたものになります。 

     では、内容について意見をうかがっていきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

・甲州市図書館基本計画策定（案）』について 

事務局：内容について意見を伺いたいと思います。 

では、資料に沿って進めていきたいと思います 

Ｐ２ 「計画の位置づけ」については、「甲州市総合計画」を基本と

しています。 

Ｐ３ 「図書館を取り巻く社会環境の変化」については前回の計画

書より文章を区分し、数字を記載してわかりやすくしました。 

「意識・価値観の変化」は感染症のある現在においていろんなことが

変わってきている状況を記載しました。 

Ｐ４ 第２節「甲州立図書館の現状と課題」については第２次の計

画と変わりなしです。 

Ｐ６からの「２甲州市立図書館の沿革」については、文部科学大臣

表彰等の受賞などここ数年の経過を記載してあります。ここでＰ７

に誤字があります。 

「掲示」から「慶事」に訂正をお願いします。 

「３甲州市立図書館 概要」には、令和元年度の統計資料を掲載して

あります。「４ 課題」については変わりなしです。課題の継続か、中

止かを考えていくことになるかと思います。 

ここで 一回区切らせていただきます。 

 

 

 



田邉会長：「第三次甲州市立図書館基本計画策定（案）」ですが、冊子を見比べ

ていただいてここまでで訂正したほうがいい等の意見がありましたら 

お願いします。 

 

佐藤政委員：事前に資料を送ってもらったので目をとおしました。自分なりに図

書館の経緯や内容について検討をしてみました。 

まず、表記の形態について 

「第１章総論」について第１章、第１節、第２節として表記してある

のに、Ｐ１３の第２章の「施策項目１」と表記するのは統一性がな

いので、「施策項目１」は第１節というように訂正したほうが良いと

思います。また第１章の「１」の字体と第２章の「２」の字体が太

字になっておらず字の太さが違う。章の中の数字の打ち方の統一を

図ったほうが良いと思います。 

資料の最後のページ■計画の取組項目■についてですが、Ｐ２０ペ 

ージ（前頁）の次に掲載されているので第６節として「施策の取組 

計画」としたほうがわかりやすいし、適切だと思う。 

内容についてですが、 

Ｐ１の「１計画の目的」３つある目的の語尾が統一されていない。 

１つ目は「～する」２つ目と３つ目は「～すること」となっている。 

すべてを「～する」で統一したほうがいい。 

Ｐ２の「計画の位置づけ」の説明文章の「子どもたちへのサービス」 

という言葉が遣われているが、「サービス」という表現ではなくて子 

どもたちへの「支援、指導」というのはどうか。「サービス」という 

言葉がピンとこない。市の職員からすれば「サービス」という言葉 

を遣うのかと思うが違和感を感じる。 

Ｐ３「３計画の期間」のところの「必要に応じて計画の見直しを図 

ります。」「見直しを図る」ということは、見直すことを「考える」 

であって「見直しを実施する、行う」としたほうが適切だと思う。 

「４意識・価値観の変化」一つの文章が長くなっていて、どの言葉が 

どの言葉にかかるのかはっきりしない。「生涯学習の機会を逸する」 

とあるが、これだと「生涯学習が無くなってしまった」ことを意味 

するので、「機会の減少を余儀なくされた」くらいがいいと思う。 

  『災害被害を軽減しようとする』『防災意識』だからここで『災害 

被害を軽減しようとする』という言葉は不要かと思う。 

『また』と段落を区切らず段落なしで続けていい。 

段落最後の文章は『図書館』という主語が多く文章としては間違っ 



ていないが、一文が長い。 

 

丸山委員：主語『図書館』は文章の全てにかかっているけれど、違和感なく読

みました。 

佐藤政委員：Ｐ４「情報通信技術（ＩＣＴ）社会の進展」『情報の提供側のあり

方についても熟慮が必要となってきています。』これはどうゆう意

味でしょうか。情報を提供する側も障害がおこると困るから。と

いう意味でしょうか。教えてください。 

 

田邉会長：ここで一旦区切ります。深く読み込んでいただいて気がついていた

だきました。事務局どうぞお願いします。 

事務局：ＩＣＴについて具体的に書いた方がいいですね。 

佐藤政委員：著作権とかありますからね。『情報の提供側のあり方についても熟

慮が必要』という文章がわかりにくい。 

田邉会長：第２次の計画を策定した時よりも大分現状がかわってきているので、

事務局も大変だと思います。 

佐藤政委員：Ｐ４「生涯学習社会への役割」の『市民の「地域の知の拠点」とし

て』の『地域の』は取った方がいいのでは。 

丸山委員：これは文科省の提示による表現を使っているからこのまま使った方

がいいので、『市民の』を削除すればいい。 

佐藤政委員：『市民の』を取って『「地域の知の拠点」』とするのが適切。 

 

田邉会長：その他 何かありますか。 

 

教育長：Ｐ３の「計画の期間」については、「期間」についてであるから見直し

のことは必要がないから、期間のみの標記が適切。 

 

事務局：承知しました。 

 

佐藤政委員：Ｐ４『すべての人に優しい読書環境の整備』とはどうゆうことか。 

事務局：利用者が健常者ばかりではないので、身体的なことも含めての意味と

なります。 

丸山委員：佐藤政委員の質問にあった「サービス」という言葉は、図書館の専門

用語として使用している。「サービス」とは、「利用への対応」とい

うことを指しているので、一般の「サービス」とは、ニュアンスが

違うもの。 



 

 

事務局：Ｐ１０からの第３節に入ります。 

    第２次の甲州市図書館基本計画策定時と違うところは、「甲州市立図書

館が目指す姿」を図で表してみました。 

Ｐ１２の「施策項目５」には、第２次甲州市立図書館基本計画にはな

かった「セカンドブック事業」が入っています。これは市内小学１年

生の入学時に本の配布をして読書推進に役立ててもらう事業です。 

＊２の中の「啓蒙」を「啓発」に訂正してください。 

Ｐ１３の「施策」第２次甲州市図書館基本計画に内容の追加がありま

す。 

「今後に取り組む施策③施設の見直し」について、甲州市個別施設計

画に基づきおこなわれます。今年度中には、市の管財課から提示があ

ると思います。 

Ｐ１４「現状と課題」については、第２次甲州市立図書館基本計画よ

り社会の現状に沿って変更しているところがあります。 

Ｐ１６「現状と課題」は配布させていただいた資料と変更したところが

あり、差替えをお願いします。世の中の変化に対応して考えて作成しま

した。いろいろなところから見学、講師依頼等があり注目される図書館

となっている。 

Ｐ２０「子ども読書推進」についてですが、来年度「子どもの読書活動

推進計画」の策定年度となります。学校、保育所、保育園への巡回活動、

アニマシオン等の活動をしています。 

田邉会長：読書推進につながっている活動をしているということですね。 

委員の皆様 ご意見等いかがでしょうか。 

 

佐藤政委員：Ｐ１３「図書館の環境整備 現状と課題」の文章ですが、『学習し

たり雑誌や新聞をみたり、視聴覚資料の視聴をするなど』とありますが、

『雑誌や新聞の閲覧をしたり』に訂正してはどうか。また、『全国的に夏

はクールシェア、』とありますが、この意味は皆で涼しさを共有するとい

うことなのでしょうが、この言葉は一般的な言葉なのでしょうか。 

事務局：確認します。 

佐藤政委員：Ｐ１３『学習、閲覧に適した環境を常に整えます。』の「常に」と

はどうゆうことか。 

丸山委員：利用者が散らかすから、いつもきれいにするということだと思いま

す。 



 

 

佐藤政委員：Ｐ１５「今後に取り組む施策」の③「多様な利用者へのサービス」

の『また、来館が困難な方に対する図書館利用の支援方法を検討し、

市内の介護施設などを訪問して』とありますが、ここに「児童クラブ」

を追加してほしい。 

丸山委員：「児童クラブ」に関しては①に『読書活動支援』と特記して記載があ

るから、あえて③に『介護施設や』として追記する必要はないです。

児童・生徒に関しては①に該当します。 

追加でＰ１５『児童の実態に【則した】』は誤字です。 

佐藤政委員：Ｐ１６から１９について 

表記に「〇」のところと「・」がある。統一したほうがいい。 

Ｐ１６「現状と課題」については「〇」と「・」の二つの文章を『ま 

た」でつなげば一文で良いのではないか。 

Ｐ１７「今後に取り組む施策」④については、もう少し端的に表現で

きる文章に検討してほしい。 

Ｐ１９「今後に取り組む施策」について②『資料を保存すると共に、

利用者の必要とする情報を発信し、まちづくりの支援を進めます。』と

あるが、具体的にはどんなことをするのか。 

②の部分は『また、』という接続詞で、一文とした方がいい。 

田邉会長：ほかにいかがでしょうか。 

無いようですので、皆さんの意見を基に見なおし、検討をしていた

だくでいいでしょうか。 

事務局：検討した内容を追加して 9 月ごろを目安に見直し案を作りたいと思い

ます。出来たところで早いうちに見直し案を送付させていただきます。 

第２回図書館協議会、図書館基本計画策定委員会を開催させていただ

き、さらに検討をしていただきたいと思います。 

田邉会長： 見直した基本計画案を送付していただいたうえで、会議に臨んでい

ただきたいと思います。今年度中にある程度まとめるという流れにな

っているのでしょうか。 

事務局：３月、２月までには印刷をして冊子にしたいと考えています。 

田邉会長：１１月ごろパブリックコメント受ける段取りでしょうか。 

事務局：再検討していただいた計画を最終確認をして修正します。パブリック

コメントの予定は１月と考えています。できるだけ早くできればと思

っています。 

 



田邉会長：工程が決められていて大変とおもいますが、進めていってほしいと

思います。では、（４）その他 何かありますでしょうか。 

 

事務局：議事の途中でしたので、ご紹介がおそくなりました。泉保育園から安

田暁子委員です。 

安田委員：遅くなりました。安田です。 

田邉会長：ほかに何かありますでしょうか。無いようです。長い時間ありがと

うございました。これで議事を閉じさせていただきます。 

事務局：８閉会のことば 

丸山副会長：お疲れ様でした。ありがとうございました。知的立国を目指す日

本としては、図書館の存在というのは大きいと思います。積極的に

提言をしながら図書館基本計画をまとめていきたいと思います。皆

様、ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

会議 終了１５時２５分 
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