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平成２９年度旭川市図書館協議会議事録(案) （公開用）

日時：平成２９年６月１６日（金) 午後１時３０分～３時１０分

場所：旭川市中央図書館 ２階 視聴覚室

出席者（敬称略）

委員長 藤田幸

副委員長 成川裕美子

委員 片原俊光，内藤佳和，原あゆみ，古田真之，山本公美

（委員７名）

図書館側

大鷹社会教育部長

杉山中央図書館長

立岩中央図書館副館長（東光図書館長事務取扱），高橋中央図書館副館長（末

広図書館長事務取扱），松山事務係長，沼田奉仕係長，岳永山館長，福田神楽

館長，板谷事務係主査，冨田奉仕係主査，矢萩奉仕係主査，竹之内奉仕係主査，

川尻奉仕係主査

次第

１ 開会

２ 委嘱状交付

３ 挨拶

（１）旭川市教育委員会社会教育部長

（２）旭川市図書館協議会委員長

４ 図書館職員自己紹介

５ 議事

（１）平成２８年度事業報告について

（２）平成２９年度事業計画について

（３）旭川市子ども読書活動推進事業について

（４）中央図書館開館時間拡充（試行）について

（５）その他

６ 閉会



- 2 -

提出資料

平成２９年度図書館協議会次第

・平成２８年度事業報告

第１８回図書館まつり実施報告

夏冬休み月曜開館事項実績報告

・平成２９年度事業計画

・旭川市子ども読書活動推進事業報告資料

・参考資料

・平成２９年度事務事業及び施策評価委シート

会議の公開・非公開 全て公開

傍聴者 なし

協議内容(要約)

（１）平成２８年度事業報告について

（２）平成２９年度事業計画について

（３）旭川市子ども読書活動推進事業について

（４）中央図書館開館時間拡充（試行）について

（５）その他

（１） 平成２８年度事業報告について

質問特になし

（２） 平成２９年度事業計画について

（Ａ委員）

読書環境整備促進費の児童生徒読書感想文コンクールの開催について，応募

数はどのような状況か。何校くらい応募しているのか。

（Ｂ委員）

おおむね，高校では旭川東高校，西高校，藤高校に応募が限られている。

（Ａ委員）

学校との連携がとれれば地元のコンクールとして応募数が増え，読書の機会

も増えるのではないか。

（事務局）

図書館としては協力という立場であり，選考の段取りと会場の確保という形

で携わっている。児童生徒読書感想文コンクールは，旭川市教育研究会学校図
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書館部会が主催で募集・審査を実施している。

（Ｂ委員）

高校については学校図書館協会の高等学校部会の中で，持ち回りで１校が担

当して，応募から審査まで運営している。

（事務局）

図書館としては，審査結果のみ報告を受け表彰式のお手伝いをする立場だが，

応募数が増えることを望んでいる。

（Ｃ委員）

読書離れの対策として図書館まつりや月曜開館の効果は，どの程度あると考

えているのか。

（事務局）

月曜開館としては中央地区の子どもたち対象となってしまうが，周知が広が

り利用数は増えている。お楽しみ会などを開催し，子どもに来てもらえるよう

仕組づくりをしており，多くの子ども達に参加していただいている。数字的効

果を実証するものはないが，本を読ませるのではなく親しむ環境づくりからと

考えている。「読みなさい」ではなく「読みたいな」という環境をつくり，読

みたいと思ったときに手が届くことが大切だと考える。

（Ｃ委員）

図書館に来る子たちは楽しんでいる。来ない子たちへの取組が大事ではない

か。本に関心がある子とまったくない子と２極化している。ゲーム，スマホな

どばかり触れている子，関心がない子たちへの取組も重要ではないか。

（事務局）

読みたいときに読める環境づくりが大切であり，今は学校図書館の活躍が期

待されている。学校図書館の利用は年々伸びている。背景には学校司書の配置

が貢献している。また，学校にいる時間が長いことも要因と考えている。

図書館としては，本に出会うきっかけづくりとしてイベントの実施に取り組

んでいる。

（事務局）

神楽図書館では，子どもたちに図書館を知ってもらい，楽しい思い出をつく

り，また来てもらえるような事業も実施している。例えば，お化けのカードを

作り館内に掲示し，お化け探しをしてもらう。楽しい思い出を作って，また来

てもらう，各地区図書館でも工夫をして来てもらうきっかけづくりを行ってい

る。そこから，まずはマンガを読みに来ていた子が，宿題の調べものなどをし

たり，本を開くきっかけとなったりなど期待している。「読みなさい」ではな

く，「読みたくなる」「読みたい本がある」ような環境づくり。まずは来てもら

うことだと認識している。
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（Ｄ委員）

子どもへの取組が大切ではないか。今現在，図書館に来ている子が２０年後

に親になったときに，子どもに読み聞かせるときにどんな本をよんだらいいの

かと戸惑う。図書館で子ども冨貴堂の土井さんの絵本講座を実施したかと思う。

赤ちゃん連れの親に参加してもらい参考にしてもらうことは大切だと感じる。

本を読まない親が多くなっていると感じるので，子育てしている親に目を向け

てもらえる取組は重要ではないか。子どもは，絵本がきっかけとなって本に触

れ，学校へ行く頃には本を手に取って読めるというようなこともあると感じる。

若い父母のための取組をもっとできないものか。

（事務局）

後ほど，旭川市子ども読書活動推進事業で説明するが，子育て支援として絵

本講座を実施しており，今年度も実施する予定である。

（Ｄ委員）

どこの図書館でもやるのではなく，どこかの図書館で実施するということか。

（事務局）

予算の関係もあり，すべての図書館で講師を招いて講座を実施ということに

なれば難しい。ただ，地域での展開として保健所の乳幼児の健康相談の際に，

利用案内や絵本の紹介を行っており，関心を持ってもらう取組を実施している。

また，日頃からお子様連れの来館者への声掛けを心掛けており，絵本のリス

トやしおりを渡すことなどもしている。しおりを参考に次に来ていただいたと

きに，本を探しに来てくれている。また，子ども向けの絵本の時間も実施して

おり，各地区図書館でも取り組んでいる。

（Ｂ委員）

年齢の段階にあったおすすめの本のリストがあったり，おすすめの本などを

公開するなどの取組も期待する。

（Ｄ委員）

予算上の問題であれば，講師を司書が担うということではどうか。お金がな

いのであれば工夫を凝らしてしていただければ。

（事務局）

絵本講座は講師を招いて行っている。絵本の相談については児童担当職員が

いるので受け付けているが，特別なことではないので宣伝はしていない。相談

があればもちろんお答えしており，一緒に絵本を選ぶことは日常的に行ってい

る。

（Ｄ委員）

本の返却や貸出などで職員が忙しそうなので聞きづらい。申し訳なく声をか

けられない場合もあるのではないか。
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（事務局）

率先して，こちらからお声掛けをしている。声をかけていただけるように相

談カウンターに「おたずねください」等の看板も設置している。

（Ｄ委員）

「おたずねください」等の看板は各地区図書館にもあるのか。

（事務局）

各館でも，発信しているが，伝わらない点について工夫して各館同じサービ

スができるよう取り組みたい。

（Ｅ委員）

ボランティアの実績が多いと感じた。こういった方々を読書ソムリエとして

配置することはどうか。子どもたちへの読書習慣の定着はもとより高齢者への

対応も含め，図書館へ足を運んでもうらうためのボランティアの取組など。

（事務局）

ボランティアは現在４種類ある。絵本の読み聞かせ，視力障害者対象の朗読，

宅配ボランティア，退職校長会の方が実施してくださる図書館資料の整理など

が該当する。最近では，図書の修理製本の技術を学びたいという方もいるがな

かなか実現できない状況である。病院の総合案内のボランティアのような形の，

利用案内をやりたいという方もいる。個人情報の扱いなどの制約もあることや，

スタッフや利用者との距離感を保つことが難しいこともあり進んではいない。

図書館としては，多くの方に携わっていただければいいと感じる。職員不足の

代替えではなく社会教育の延長として学んだことを活かしてもらうような場が

必要だと考える。アンケート結果では５０歳以上の利用は多く，高校生の利用

が少ない結果があった。若いころに図書館を利用した方が高齢になってきてい

るのではないか。

（３）旭川市子ども読書活動推進事業について

（Ｄ委員）

取組の中で，「絵本の読み聞かせボランティアブックトーク」については年

８回実施しているが，これは一般の方への事業ではなく限られた方が対象とな

っているのか。

（事務局）

一般の方向けではなく，ボランティアやサークルが対象になっている。ただ，

小中学校等の図書館団体等から依頼を受け，対応が可能な場合はお受けするこ

ともある。
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（Ｆ委員）

旭川文庫読書会連絡会の例会にもブックトークで来ていただいている。例会

には旭川文庫読書会連絡会の会員だけではなく一般の方も参加することができ

る。今年は新刊案内だけでなく閉架書庫に入っている本の紹介もお願いする予

定で，９月２６日１０時から１２時に開催する。

（事務局）

ブックトークは「まなびネット」でも案内している。

（Ｆ委員）

子育て支援事業「えほんとだっこ」はどこで実施しているのか。

（事務局）

乳幼児検診会場・健康相談で実施している。平成２８年度は毎月１回実施し

職員とボランティアで待ち時間にリストや利用案内を渡している。ただ，今年

度は健康相談日が月曜日になってしまったので，図書館は月曜日が休館日のた

め中央図書館の職員は行ってない。東光図書館で年に５～６回出向いて案内等

している。

（Ｆ委員）

乳幼児の８か月検診の時に長い待ち時間を利用して一網打尽で読み聞かせや

図書館の利用案内ができるのではと思っている。また，小学校新一年生への図

書館利用カードの一括交付はどのように行っているのか。

（事務局）

学校をとおして申込書と案内を配布し，希望があった場合のみ申込みしても

らい，まとめて学校から手渡していただいている。申込みがあった方のみ交付

であり，平成２１年度から実施している。

（Ｆ委員）

事務的に実施していると感じる。旭川市のような規模の大きい場合は難しい

とは思うが，学校の図書館より大きな公共図書館を使えるワクワク感などを子

どもに伝え，もっと図書館を知るきっかけとしてはどうか。

（事務局）

多くの小学校では２年生が市の施設見学会で図書館を見学に来てくれた際

に，図書館の職員が館内を案内をしている。その時に，顔を覚えてくれてたり，

また来てくれるきっかけとなっている。

（Ｂ委員）

市内の小学校はおおむね１年生で学校図書館利用方法を学習して，２年で地

域の図書館を見学する。ただ，近くに施設がない場合はバスを借りてまでは見

学することは難しい状況ではある。
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（Ｂ委員）

資料のイ 読書に親しむための機会の提供についての中で，障がいのある子

どもたちのための絵本の読み聞かせについてはどのうような形で実施されたの

か。

（事務局）

養護学校の児童が図書館に来館した際に，職員等が読み聞かせを行った。

（４）中央図書館開館時間拡充（試行）について

質問なし

（５）その他

○ 事務事業及び政策評価シートについて

質問なし

○ その他

（Ｃ委員）

昨年度もお話したが，要望したいこととして２つある。一つは電子書籍の問

題について，予算の制限もあることとは思うが，図書館で一部でも導入してい

ただければ，もっと気軽に読書ができる環境につながるのではないか。宅配ボ

ランティアの不足など地域格差問題も解消される。そして，もう一つはカフェ

の建設を是非検討していただきたい。例えば，コンビニとの店舗の併設でもか

まわない。図書館は常磐公園に位置している，カフェがあれば天気のいい時に

本を読んだり公園を散歩したりと素晴らしい環境となる。賃料もらう，売上の

一部を収入として本を購入したりということなどに取り組んでもらいたい。昨

年度もお話したが，２９年度の予算には盛り込まれてない。まずは，視察の予

算を盛り込んでいただき先進的なところを参考として検討いただきたい。

（事務局）

認識をしている。経常費も削減している中，地域で何かを立ち上げるのも難

しい。視察については出張等で札幌中央図書館へ行ったり，各職員が情報収集

している。電子書籍の導入については，メディアに馴染みがなく様々なことが

あるので現実は難しい面もある。時代の流れとして認識している。市民の皆様

からの声としてお聞きしたいと思っている。

（Ｄ委員）

本を借りてきて今まで何回か，本の虫がいたことがある。しょうがないこと

だとは思うが読む気が失せる。図書館としては対策はあるのか。

（事務局）

消毒しているところは全国的にはあり，機械についても市場には出ている。
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蔵書が多くて一斉に職員がチェックすることは難しい。機械を導入するとなる

と予算の制限がある。貸出や返却で職員が気付いた時には対処している。利用

者の皆さんが気付いたときに，教えていただきたい。

古い図書館の時は全館閉館し殺菌したことがあったかと思う。今は化学物質過

敏症の方もいるので難しい。

（Ｇ委員）

閉架書庫の本を借りる際，職員によって利用カードの扱いが違う。新しく入

った職員に正しく指導していないのではないか。

（事務局）

閉架書庫へ行くときは，利用者カードはお預かりしていない。受渡し等利用

者カードの扱いについても徹底したい。

○図書館から企画展示等について

旭山動物園 ５０年のキセキ（７月１日～８月３０日）

ミニギャラリー 旭山動物園ポスター展（７月１日～８月３０日）

記念講演会 菅野さん元園長（７月３０日）

小学生親子新聞スクラップ教室 北海道 NIE研究会道北支部（７月２９日）
平和祈念事業（７月２９日～８月３０日）

・市民生活部市民活動課原爆関連平和都市宣言図画コンクール表彰式

・原爆被災写真等のパネル，ポスター展（８月６日）

・原爆関連図書の紹介

・平和都市宣言図画コンクール入賞作品展示

・被爆体験講話（８月６日）

○社会教育課から家庭教育ナビゲーター講座について

・セミナーの紹介 聞いて分かち合う大人のコミュニケーション講座

・家庭教育支援プロジェクト ナビゲーター養成セミナー

○旭川市図書館子ども読書活動推進ボランティアネットワークが文部科学大

臣表彰受賞報告


