
         審 議 会 等 の 会 議 の 開 催 結 果 

会議の名称 令和元年度 第２回加東市立図書館協議会 

開催日時 令和２年２月２５日（火）１８時００分から１９時３０分まで   

開催場所 加東市中央図書館 会議室（２階） 

◇協議事項

 （１）令和元年度 図書館活動報告について 

    令和２年度 事業計画（予定） 

 （２）その他 

     令和２年度 図書館の開館日・休館日の日程について 

◇協議の概要 

（１） 令和元年度 図書館活動報告について

（議長） 今の説明に関してご意見ご質問がありましたら、お願いします。 

（委員） 滝野のＬＥＤ改修工事、期間的にはどれくらいの予定になっているのです 

か。 

( 事務局 )  １階部分２階部分３階部分に分けて、順番に工事をして行きたいと思うの 

    ですが、図書館の１階部分を最初にする予定になっておりまして、そこだけで 

１か月位はかかる様なので、終われば図書館を開館しまして２階部分３階部分

と上がって行く予定にしています。 

（議長） 他、ございませんか。 

（委員） 図書館進展活動についてなのですが、読書の輪を広げるという事で、おでか 

け図書館というのがありますが、これは向こうからこちらへおでかけしていた 

だくという事ですよね。保育園やこども園にこちらから読み聞かせに行くとい 

う計画はないのですか。 

( 事務局 )  数年前には、その様なお話をいただいた事もあったのですが、最近はその 

    様な声がかからないのです。 

（委員） 声がかからない。 

( 事務局 )  もう少しアピールをしなければいけないとは思っていて、機会を見つけて 

その時には、おはなし会に来てくださいや行きますよと伝えてはいます。 

（委員） そうなのですね。お呼びがない。何とかして、やはり大事なので、良い絵本 

を専門家の方に、読み聞かせしていただきたいです。 

（議長） 保育園やこども園が、要請を出されれば、おでかけをしておはなし会をされ 

るという事なのですね。 

( 事務局 )  はい。中央では、過去にやっていましたので。 



（議長） 何か、もったいない様な気がしますね。私たちも小学校や保育園に行かせて 

もらっているけれど、子どもたちを４０人も５０人も前にして、その前で笑っ 

てもらったりしながら読むのと、図書館で毎月されている参加者の数を見てい 

ると、せっかく専門家が読まれているのに少ない人数というのは、ちょっとも 

ったいない。代わりに行ってもらってもいいぐらいです。 

この写真にある、『だるまさんの』とか『だるまさんが』は、この前私も読 

んだのですが、たいへん喜んでくれました。園でもよく読まれるとおっしゃっ 

ていたので、また私も地元の保育園に、その話をさせてもらいます。 

（委員） それに関連してなのですが、東条図書館に小さな子どもたちが靴を脱いで本 

    を読む場所がないのですが、そういう場所が少しあれば良いなと思います。 

先程も中央の場所を見てきたら、小さな子どもが靴を脱いで読んでいました 

ので、やはりちょっとした場所があれば、くつろげるのではないかと思いまし 

た。 

（委員） 小さい子どもさんが、座りやすい高さのソファーというか、椅子とか。 

（委員） やはり、不安定なのは・・・ 

（委員） ソファーでなくても、ブロック式の椅子から少し色の付いた椅子というの 

も、あまりないのですか。 

（委員） 座敷というか、靴を脱いで上がれる場所がないのです。 

（委員） 空間がないということですね。滝野図書館も別に靴を脱ぐ場所はないです 

が。 

（委員） あるでしょ？ない？ 

( 事務局 )  靴のまま、入っていただきますので。 

（委員） 靴のまま。あの囲ってある場所ですよね。そうでしたか、私はあそこは、靴 

を脱ぐのかと思っていて、確認はしてなかったのですが、やはりちょっとした 

所があれば、お母さんが抱っこして本を読める。 

( 事務局 )  東条は狭いですからね。昔はマットレスの様な物を、置いていた事があっ 

    たのですが、結構色々と破られたり等があって、捨てたのです。 

（委員） あそこに、遊園地も前はあったけども、今はないでしょ。だからやはり子ど 

もが、ちょっと出来る場所があればと、思って言いました。 

（委員） おはなし会なのですが、中央図書館で月２回されているのですが、月１回の 

滝野図書館とそれほど人数が、変わらないですが人数が少し減っているのです 

か。 

( 事務局 )  今年度は空調工事の関係で、２カ月半位休館したので、少ないです。 

（委員） その関係ですね。わかりました。多い印象があったので。 



( 事務局 )  そうなのです。昨年までは多かったのですが、今年はそういう事です。 

（議長） 他にございませんか。 

（委員） 私は家が加西なのですが、加西の図書館に２週間おきにずっと通っていて、 

今は子どもの絵本ばかり見ていて、加西は０才１才のコーナーがあって、２才 

３才向けのコーナーがあって、初めてだと、どの絵本が何才向けなのか喜ぶの 

かが、わからなくてずっとその棚から借りているのですが、加東はそこの年齢 

を限定した様なコーナーは、作られていたりしますか。 

( 事務局 )  ０・１・２才くらいまでの、「はじめてであう絵本」のコーナーというの 

は、どこの図書館も作っています。それ以上は、もう全部一緒です。 

（委員） それ以上になると、好みが出てくると思うので、今はすごくあの空間が助か 

ります。４か月児検診の時の「はじめてであう絵本」では、持って行かれた絵 

本を読み聞かせるだけですか。リストみたいな物は、いただけたりするのです 

か。 

( 事務局 )  赤ちゃん絵本の紹介冊子をお渡しして、それと持って行った本を並べて、 

健診の待ち時間で手持ちの絵本のこの中から選んで下さい、という形でお母さ 

んに選んでもらって、どれかを読むという形式でしています。 

（委員） それは、すごくありがたいことです。素朴な感想なのですが、加西にも図書 

の消毒機が入った時は、こんなめんどくさい物を誰が使うのだろうと思ってい 

たのですが、これを見ると結構使われているなと思ったのですが。 

( 事務局 )  そうですね。３館に置いているのですが、結構子どもたちが楽しいのか 

使っています。設置した当初は、お家の本をこっそり持ってきてやっていたお 

年寄りがいたので、みなさん気にはされているのだなと思いました。 

（委員） コロナ怖いですからね。 

( 事務局 )  そうですね。 

（委員） 今は、ものすごい威力ですからね。 

（委員） 読みながら、誰がくしゃみをしているかわからないですからね。 

（委員） 気になりますね。 

（委員） どういう仕組みですか。全ページ消毒されるのですか。 

( 事務局 )  本をある程度、開いて設置しまして、風が吹いてページがパラパラとめく 

    れて、中の汚れが落ちるという感じです。 

( 事務局 )  消毒の液というか、霧が出るのと、紫外線が当たります。 

（委員） また今度、試してみます。 

（議長） これから、利用が増えるかもわからないですね。 

( 事務局 )  そうですね。 



（議長） 本を読む時は、マスクをしましょうということですね。今の話しを聞いたら 

本当に借りた本を読む時は、清潔面も気にしないといけないですね。 

（委員） 返却された本を、入れてもらえれば、すごく助かるなと思うのです。 

事務局  そこまでは今はしていません。 

（委員） 多いので、そこまでは無理かなとも思うのですが、何かちょっと軽く上から 

表面だけでも出来る物があればと、今の時期は特に思います。誰が触っている 

かわからないですから。 

（議長） するとすれば、返却本を中心にくらいですね。全部の本をとなると無理なの 

で、返ってきた本を。 

( 事務局 )  返ってきた本は、一応布巾で拭いているのは拭いているのですが、消毒ま 

    ではいかないですね。普通の水なので、黒くなった部分を取るくらいです。 

（委員） アルコールを混ぜるとか・・・ 

( 事務局 )  今、液がないのです。売ってないのです。 

（議長） 本当ですね。アルコールをね。 

（委員） すごく素朴な質問なのですが、図書館カードは何才から作れるのですか。 

( 事務局 )  カードは、０才から作れます。 

（委員） ０才から。今すごく加東市に、外国の方が来られていますが、その方は作れ 

るのですか。 

( 事務局 )  住所が、加東市にあれば作れます。 

（委員） 作れるのですか。 

( 事務局 )  はい。基本的には、もちろん証明書が要りますので、会社の証明書等があ 

    れば作れます。 

（委員） そういう方は、借りに来られますか。 

( 事務局 )  そういう方は、日本語を勉強する為に、絵本などを借りたりされますね。 

（委員） 絵本や雑誌等は、利用しやすいですね。 

( 事務局 )  雑誌は、まだ難しい様です。絵本や児童書を借りて帰られる事が多いで 

す。 

（委員） お母さんが、子どもの名前と自分の名前でカードを作る事は、できるのです 

ね。 

( 事務局 )  もちろん。お子さんがちゃんと一緒におられれば、作れます。 

（議長） 前回の委員会で、マイナンバーカードのお話が出て、私も知り合いが集まっ 

た所で、紹介をさせていただいたのですが、やはり意見が二つあって、一つ 

は、そんなに２０冊もたくさんの本を借りない。それと子どものカードもあっ 

て、たくさん借りられるので作る必要がない。と言われる方と、それは嬉しい 



たくさん借りられるなら行くわ。と言われた方とありました。でも、作る必要 

を感じないという人の方が、多かったです。あまり良い反応ではなかったの 

で、そういう声が嬉しいと、早速行かれた方もあったので、嬉しく思いました 

が、やはり１０冊借りれば、もう十分だという方と、子どものカードも合わせ 

るとたくさん借りられるので、必要を感じないという方と、もう一つは、マイ 

ナンバーカードを持って歩くのは、怖いというか物騒だという事でした。巷 

は、そういう状況です。 

( 事務局 )  ＣＤを２倍借りられるので、ＣＤを借りる方が使ってくださっている様で 

す。今まで、一人２枚だったのが、４枚借りられるので。 

（議長） 利用する内容によって、違うのですね。 

他、ございませんか。 

（委員） この自動翻訳機なのですが、どの様な物なのですか。日本語を入れて、英語 

を選択すれば英語に、ドイツ語を選択すればドイツ語になるのですか。 

( 事務局 )  そうですね。小さなパソコンというかタブレットの様な物で、翻訳自体 

は、７０ヵ国語近く入っている様で、しゃべっている言葉を聞いて翻訳して、 

日本語に直してくれたり、こちらが日本語で話した事を相手の言語に直して、 

言語というのは、入っている７０ヵ国近くから選べるという形で、文章にして 

文字でも翻訳をしてくれるという様な物を、入れようかなと思っています。 

（委員） 何か、（翻訳）機と聞くと、大きな物を想像してしまったのですが。 

( 事務局 )  そんなに大きくはないですが。 

（委員） 画面を見て、という感じですね。 

( 事務局 )  はい。言語を音声で言ってもらったものを、自動的に日本語にします。 

（委員） 音声で、出てくる。 

( 事務局 )  文字で読めるという事も可能な様です。 

（議長） おいくらぐらいの物ですか。 

( 事務局 )  一台が、３万円くらいだったと思います。 

（議長） 中学校の方は、先生いかがですか。前に貸出等について言われてましたが。 

（委員） 一応、全教職員の前ではその会議が終わった後に、先生方の色んな授業の分 

野において、参考資料となりうる物は借りる事ができます。また個人で行って 

もらっても良いですし、授業で使われる時は図書館に連絡を入れれば、見繕っ 

てもらえますよ、と言いました。 

何名かの先生は、図書館のカードを持っておられるので、個人的には、使わ 

せていただいている様なのですが、来年度までには、おとどけ図書もしていた 

だいているので、授業と関連したような物や季節に合わせたような事が出来れ 



ばと思っています。 

（議長） ありがとうございます。 

他、なにかございませんか。 

（委員） 中央図書館の、開館時間を変更されて午後７時まで延ばされて、利用者さん 

のお声とか、様子はどんな感じですか。 

( 事務局 )  以前から、図書館を最後の方に駆け込みで利用されていた方たちは、 

ちょっと余裕を持って来られるようになったので、そこは助かっているという 

声も聞こえますし、ただ最後まで居残っておられた方が、更に時間を遅くまで 

居残っておられるという事もあります。ただ、小さな子どもさんとかは、早い 

時間に、帰られているという印象です。あとは、中高生がテスト前とかに、ギ 

リギリの時間まで、この学習室を利用しているという感じの状況です。 

（委員） 私もよく駆け込みで滝野に行っているので、たまに１日か２日かを午後６時 

半頃まで開けてもらえると、すごく助かるなと思います。毎日でなくていいの 

で、週に１日か２日だけ、この日は返しに行けるとか借りに行けるという日が 

あれば、嬉しいなと思って、午後６時だと仕事が終わって行くのが、本当にギ 

リギリなのです。 

ちょっと何かあれば、今日は無理だなと思うので、返却はポストがあるので 

大丈夫なのですが、貸し出しが困ります。 

市役所も、週に１日遅くまで開いている時があるので、１日、平日にそんな 

日があればいいなと思います。職員の方には、無理なお願いなのですが。 

（議長） 利用者の利便性と、働き方改革の流れの中で、どう折り合うかが難しいです 

    ね。 

( 事務局 )  来年度から、今は日々雇用職員の働き方も、改革で形が変わるのですが、 

    その件も合わせまして、検討させていただきたいと思います。 

（委員） よろしくお願いします。すごく助かります。 

（議長） それはまた検討していただいて、来年度から行う場合なら、４月からという 

事になるのですか。 

( 事務局 )  採用の条件がありまして、それと人事課と相談しなければいけなかったり 

    するので、４月からは難しいです。     

（議長） 次の協議会の時にお答えを、お聞きするという事で、私たちは協議会も新し 

く編成されるので、要望が出ているという事を参考にしてお願いします 

私から、一つ滝野図書館の事でお願いがあります。この裏に、予定表が載っ

ているのですが、水曜日がお休みだという事は基本的に決まっているので、よ

く利用される方は頭に入っているのですが、ところがそれ以外の休館の日に、



滝野図書館は駐車場に車を停めてから、かなり歩いて図書館の玄関まで行かな

くてはならないのですが、先日私が、なぜその事が気になったかというと、車

椅子のご夫婦で、奥さんが車椅子に乗っておられる方で、ご主人が車椅子を押

して図書館へ行かれている、よく行かれている方ではないかと思うのですが、

車から車椅子を降ろして奥さんを乗せてずっとあそこまで行って、閉まってい

たと言われながら帰ってこられていたのです。実はその日、私も保育園のおは

なし会の本を、借りないといけないなと思って行ったら、向こうまで行って

帰ってきた時に、その様な事をされていたので、公民館にでも行かれるのかな

と、試案しながら目で追っていたのですが、これは車が上がってきた所の立て

看板がある辺りに、今日は図書館閉館という様な掲示を特別な日だけは、挙げ

ておいていただくとそういう事が少なくなるのではないかと思って、児童館側

の坂を登って行くと公民館等の看板があると思うのですが、あそこにでも図書

館は閉館ですという様な掲示をする場所を作っていただけると、ありがたいな

とその時に思ったのです。また、先週の違う日がお休みの時に、その時も私は

行ったのです。スマホで調べたのです。前の失敗があるからと思って、慣れな

いスマホで調べて、これは大丈夫な様だと思って行ったのですが、閉まってい

て工事中だったのです。そこの工事の方が親切な方で、僕が預かりましょう等

と色々言われて、返却の本はポストから入れさせてもらったのですが、かみし

ばいの舞台を借りていたので、入れたら壊れるかもしれませんと言われて、僕

が預かって向こうに置いてあげますと親切に言って下さって返却したのです

が、その日に私の後に車が２台程停まって、若い方ですよ。スマホを使える方

なのですが、行かれているのでこれはと思って前の事があるので、無駄になっ

てもいいと思って、図書館はお休みですよ。と声を掛けたのです、そうです

か、ありがとうございます。という事で帰られたのですが、あの辺りに看板が

あれば、そこまでは来ても玄関まで行く事もなく、私たちは散歩になるとか足

の健康になるとか思えるのですが、車椅子を降ろして、きっと、図書館で二人

でゆっくり本を読もうと思われていたり、本を借りようと思われていたと思う

のですが、揃って行かれてまた帰って来られている姿を見て、これはちょっと

改善する必要があるなと思いました。できることでしたら、お願いします。 

他、質問などございませんか。 

（委員） 「はじめてであう絵本」で、４か月の子に読み聞かせをされているのですが 

４か月でどれくらい、わかるのですか。ちょっと色は、はっきりした色はわか 

るぐらいで、おはなしは声のする方に反応している感じで読み聞かせをされて 

いるのかなと思って、読み聞かせはもう少し月齢が上がった半年くらいの方が 



笑ったりとかするのではないかと。４か月でやる必要はどうなのかなと思いま 

す。 

( 事務局 )  ４か月と決めたのは、まず保護者の方に絵本を読む意義を伝えたいという 

    主旨で、なるべく早い時期の方がよくて、１か月健診を除いたら、４か月児健 

    診が保健センターでする初めての健診なのです。そこにお邪魔させていただい 

    て事業をやろうというふうに決めたのが、始まりなのです。 

赤ちゃんもやはり家で読んでもらっている赤ちゃんと、全く絵本に接してい 

ない赤ちゃんとでは、反応が違うのですが、結構笑ってくれたり反応がありま 

す。普段は笑って聞かないけれど、ここに来ると笑って集中して見てるんだ 

ね、という保護者もおられるし、いろいろなのですが、初めに絵本を読んでも 

らう習慣や読んであげる習慣をつけるために、４か月健診時にという事でさせ 

ていただいています。ただおはなし会をするのであれば、月齢が上がった方が 

いいのですが、そうすると反対に、赤ちゃんが動かないようにさせるのが大変 

なのです。４か月という動かない間に、習慣づける事を狙ってやっています。 

（委員） ありがとうございます。すこしどうなのかなと思ったので。 

( 事務局 )  そうなのです。読んでいても全然反応しない子がいたり、近づくだけで泣 

    いたりする子もいるのですが、保護者の方に伝えるという事も大事なので。 

（委員） 読んでもらって、反応が良ければ、読み聞かせようと思いますからね。大事 

な事ですね。 

（委員） 保護者の方に、絵本の良さというのをお伝えするのであれば、もちろん４か 

月の親子さんもいいなと思うのですが、妊婦さんのお母さんにそういう機会を 

作るというのは、どうかなと以前から思っていたのですが、どうですか。胎教 

というか、余裕が少しでもある時期という事が、ひとつあるかなと思いまして 

やはりお子さんを実際に持ってしまうと興味のある方はいいのでしょうが、絵 

本というのはなかなか余裕がないと手にとってもらえないかなと思いますし、 

少しでも余裕のある時期と思うと妊婦さんというかお腹の大きい時期というの 

は、そういうもちろん一人目さんの場合ですが、そういう機会を設けるという 

事はどうかなと、ちょっと以前から思っていたのです。 

( 事務局 )  保健センターと一度相談してみます。 

（委員） 二人目ならば、お兄ちゃんお姉ちゃんにお腹の赤ちゃんに読んであげてとい 

う形で、聞こえているから読んであげてという様に指導してあげれば、いいの 

ではないかと思います。二人目三人目ならば、お兄ちゃんに読んでもらうかと 

言って本を渡すと、読んでくれるかもしれないです。 

（委員） そうですね。 



（議長） 良い本を、その時にたくさん紹介してあげると、喜ばれるでしょうね。名作 

はすごいですものね。何回でも読んで読んでとおねだりをすると、保育園の先 

生が園児は繰り返しが本当に好きなのでと言われていたので、この本を知って 

いるのではと、不安に思っていても同じ本を何度でも読んで欲しいというの 

で、と言われていましたからそういう名作を、買ったり借りればいいのだなと 

わかるように、良い絵本は大人が読んでも素晴らしいからね。 

（委員） 読み聞かせの所に一緒に来てもらえれば、こんな事をしていて楽しい事があ 

るという感じになれば、それはそれで楽しいのではと思います。 

（委員） 読み聞かせをしている姿を、目の前で見れば・・・ 

（委員） 見れば、楽しそうにしているのだなと、初めての人ならば興味が出るのでは 

と思います。そこからですね。 

（委員） 一度、おはなししていただければと思います。 

（委員） 動画等を撮って、こんな感じですというような事もありではないかと思いま 

す。妊婦さんが、４か月児健診に行くのは、無理ですから、「検診の時にこん 

な感じの事をしています、習慣にされてはどうですか」というように紹介され 

てはどうですか。 

（議長） 良いご意見を、ありがとうございました。 

（２）その他 

（議長） その他というのは、令和２年度の図書館の開館日・休館日についてという所 

です。各館の基本ラインを、再度説明していただけますか。 

( 事務局 )  中央図書館は、基本的に月曜日が休館日で、祝日も休館日になっておりま 

    す。滝野図書館と東条図書館は、基本水曜日が休館で、祝日の翌日が休館にな 

ります。その関係で、どうしても３館全てが休館になるという所がありますの 

で、その場合は中央図書館を開館するという事にしております。例えば、４月 

２９日は、本当ならば祝日なので中央図書館はお休み、滝野図書館と東条図書 

館は水曜日でお休みという形になるのですが、３館共が休館しないように決め 

ていますので、中央が臨時に開館します。３０日も同じく水曜日と祝日が重な 

ると翌日も休みになるので、中央は必然的に開館します。そういう形で休館日 

を組んでいます。 

（議長） 全館が休みになった時は、中央が開くという事ですね。 

（委員） その開いた後、代休はないのですか。 

( 事務局 )  中央は、ほぼ無いです。ゴールデンウィークだけ、ちょっとあるだけで 

す。 

（議長） それは、大変ですね。 



( 事務局 )  月曜日と祝日が重なった場合は、休館させていただくのですが、火曜日は 

    休まないで開けます。 

（議長） そういう事です。他にご意見・ご質問はありませんか。 

少し時間が早いのですが、ご意見がない様ですので進行を事務局にお返ししま

す。 

( 事務局 )  以上を持ちまして、令和元年度第２回の図書館協議会を終了させていただ 

    きます。 

傍聴者数 ０人 

問合せ先 加東市中央図書館 電話４２－８０００ 

その他 図書館協議会委委員７名の出席により、協議会成立 


