会議録
名称
開催日時
場所

令和 2 年度 12 月富士見市図書館協議会
令和 2 年 12 月 11 日（金）午前 10 時 00 分～11 時 15 分
中央図書館

視聴覚ホール

○図書館協議会委員
渡辺志津子委員長
小森和雄委員（職務代理者）
木村多喜雄委員
野瀬武博委員
佐藤千枝子委員
檜山美智子委員
辻口幸恵委員
関根衣都美委員
荒川照子委員
渡邉知広委員
○教育委員会生涯学習課
松田副課長

古川主査

出席者
○図書館
長谷川中央館館長
田畑副館長
大里鶴瀬西分館長
○指定管理者
㈱図書館流通センター
欠席者
公開・非公開
傍聴

次第

原田中央館館長補佐
下川ふじみ野分館長

東日本支社埼玉営業部

山本次長

なし
公

開

なし
□指定管理会社変更のご挨拶
□各館事業報告（令和元年度年間報告・令和２年度 4～11 月活動
報告）
□次回開催日程について
・図書館協議会 令和 2 年度 12 月定例会次第
・「自主事業報告書（令和 2 年 1～2 月））・「令和元年度中央図
書館年間事業報告書」・「令和２年度中央図書館活動報告」（中

配布資料

央館）
・「鶴瀬西分館活動報告書 2019.12-2020.2 及び令和元年度年間
報告書」「2020.4-11 鶴瀬西分館活動報告書」（鶴瀬西）
・「自主事業報告書令和元年 12 月～令和 2 年 2 月・令和 2 年 9
月～11 月」「令和元年度ふじみ野分館年間事業報告書」「令和
2 年度ふじみ野分館活動報告」（ふじみ野分館）
・利用状況館別・月別推移

・「富士見の公民館」
・富士見市立図書館広報誌『さざなみだより』『とびらしんぶん』
ほか
会議録確認

渡辺委員長
議事内容

1

開会

（田畑副館長）

2

指定管理会社変更のご挨拶
長谷川中央館館長 原田館長補佐 田畑副館長
大里鶴瀬西分館長 下川ふじみ野分館長 山本次長自己紹介

3 各館から事業報告
＜中央図書館＞
・資料に基づき報告
昨年 12 月以降に行ったイベントは 3 つのみ。その中でも「貸出福袋」はとても
評判がよく、今年も行う予定である。また昨年初めて、袋の中身のリストを作
成したが、とても好評ですぐになくなった。今年も作成したい。
・3 年分の事業報告。平成 29 年度はリニューアル前で閉館していたので数字が小
さいが、平成 30 年のリニューアルで大きく盛り返した。令和元年も途中まで続
いたが、コロナ禍で後半数字が伸びなかった。令和 2 年度は活動らしい活動を
していないので、その時期の図書館の流れと動きをまとめた。またこの時期、
新しいスタッフに業務を教えたり、普段手をつけたかったができなかった、書
庫の整理や本の修理などができ、そのおかげでいま業務をスムーズに行えてい
る。
＜質疑応答＞
委員：鶴瀬西分館やふじみ野分館で行っている新 1 年生の利用カード作成
を中央はやらないのか？
図書館：登録は終わっている。今後配る予定でいる。
委員：団体貸出で、針ヶ谷小、水谷小、南畑小、水谷中などの、図書館から
遠いところの貸し出し数が少ない。対策を願いたい。
ブックスタートは今どうなっているのか？
図書館：1 歳児健診が健診センターで行われていないので、病院で健診を受け
た方たちに分館も含め、図書館で絵本をお渡ししている。
委員：比率は調べたか？
図書館：そこまで調べていないが、個数は記録している。3 館とも行っている。
委員：8 月にアンケート実施とあるが、どうなっているのか？
図書館：ただいま集計中である。
委員：子ども読書コンクールの受賞者には、受賞をどう伝えたのか？
図書館：学校にお知らせした。全作品ホームページに載せ、表彰式も実施した。

委員：作品は 1 年間飾るのか？
図書館：分館の近くの学校の作品は、分館に展示してからお返しした。
今年は夏休みが短かったせいか、作品数が少なかった。
委員：団体貸出のところに、あいあいが載っていない。
図書館：次回から載せる。
＜鶴瀬西分館＞
・資料に基づき報告
昨年度の活動報告、詳細は写真をご覧ください。
・リトミック＆コンサートは、今年はリトミック部分がコロナ感染予防対策に
そぐわなく、できなかった。代わりに 12 月に工作で音の出るものを作って、
演奏するかたちに変えた。
・わらべうたは募集人数を少なくして、消毒作業など入れながら実施した。
・学校連携では、つるせ台小・鶴瀬小以外に関沢小が来館した。同じ単元でも
学校によって求められるものに特色があって、色々な角度から図書館は使っ
ていただけると勉強になった。
・映画スノーマンの上映を、つるせ台小の音楽室を借りて行った。
・「図書館の仕事をやってみよう」は小中学校ともに中止になった。
・ひまわり学級へは図書館スタッフが学校に出向いて行っている。
・第 6 保育所の来館は中止だが、「つるせにししんぶん」を年長さんに配布。
・コロナ禍において、つるせ台小の学童に団体貸出を行い喜ばれた。
・4 月に予定されていたリーディングセッションは延期で 11 月に実施した。
コロナ禍を受けて、実施の工夫として、フェイスブックでのライブ配信を行
った。
・最近、利用者同士で、マスクをはずしている人を注意してなどと言われる。
巡回し、マスクの着用などを呼びかけている。
＜質疑応答＞
委員：セルビア特集をやったようだが、図書館だけでなく、生涯学習課を交
えての連携プレイでできることもあるのではないか？
委員：わらべうた講座に‘お手紙を出しました’とあるが、誰に出したのか？
図書館：参加された子のお母さまたちへ、遊んだ内容やその時のお子様の様子
などをお知らせした。
委員：「花いっぱい事業」とあるが、西分館のみの企画なのか？
図書館：これは、障がい福祉課が作業所のお花を買い上げて、市内の施設に置
く企画で図書館では、中央館と西分館が対象となっている。館内が華
やかで、評判もいい。
委員：夏休みにブックリスト配布すると、その本の貸出しは増えるか？
図書館：いつも図書館を使い慣れている子は選ぶのに悩まないが、そうではな

い子が夏休みの感想文を書くのに質問を受けたりする。夏休みの子ども
たちの対応に活かした。今年は中学生にも配布をした。8 月の集計を見
ていただくとわかるが、みなさんに図書館を利用していただけたと思う。
＜ふじみ野分館＞
・資料に基づき報告
・12 月の「おとなのおはなし会」は、回を重ねるごとに参加者が増えていったが、
今年度はすぷんふるさんの意向もあり中止とさせていただいた。
・「いちから作るチョコレート」は、J：COM の取材も受け、評判になった。
・勝瀬中学校科学部とのコラボは昨年度 2 度行った。最後に感謝状をお渡したが、
今年度は中止となっている。
・ふじみ野分館は、職員数が今年度 6 名から 7 名に増えたが、短時間勤務の人が多
く、全体の勤務時間数ではあまりかわらない状況である。
・4.5 月臨時カウンター運営。ブックトラックに本を載せてごらんいただいた。
・ぶんちゃんしんぶんは、ソヨカの東京堂書店様と、ツタヤブックストアー様にも
配布と掲示をお願いしており、5 月以降はホームページにも載せている。
・夏のぶんちゃんしんぶんは、夏休みおすすめブックリストを作成し勝瀬小、ふじ
み野小の全児童に配布した。また、今回のおすすめリストには東京堂様の児童担
当の方のおすすめもいれた。司書と書店との違った視点で掲載できたのではない
かと思う。これからも連携していきたい。
・9 月以降イベントを再開。事前申込制にしている。
・児童館や慶櫻ふじみ保育園への出張おはなし会はまだ再開できず。
＜質疑応答＞
委員：せっかく作った、事業の実施報告等の資料は、カウンターに置いて
閲覧希望の方に手に取ってみてもらうのがよい。
委員：ふじみ野分館は、いろいろなところとコラボしている。生涯学習課担当
の人材バンクはイベントの際協力できる方もいるので、利用すると良
い。
委員：いつも担当 2 名と記載があるが、分館のスタッフは何人いるのか？イ
ベントがさまざま実施されているが、チラシとポスターは別に作って
いるのか。
図書館：今年度から 7 名になった。チラシとポスターは同じものである。チラ
シを大きくしたものがポスターである。
委員：ちらしはどこまで配っているのか。
図書館：カウンターと、交流センタープレイルームの前においてある。広報を
見て参加される方も多い。
委員：駅の掲示板に掲示することはできないのか。
生涯学習課：駅はスペースや料金の関係で難しい。
委員：
（中央館へ）コロナ禍だが、学習席などの運用はどうなっているのか。

図書館：半分の 19 席だけ 2 時間で運用している。隣の町などは、1 時間が多
い。
委員：公民館などもそうなのか？
委員：公民館は違う。
図書館：水谷東公民館は、子どもが遊ぶところも閉鎖されている。
委員：(中央館へ)返却された本の除菌対策はどうなっているのか。
図書館：いまのところは行っていない。図書館に入る前の手指消毒をお願いし
ている。
図書館：滞在時間が 2 時間になって返却資料が増えて、以前はやっていたが追
いつかない。
委員：生涯学習課に質問、子どもたちへのタブレットの配布状況はどうなっ
ているか。
生涯学習課：今年度中に全校の全生徒分用意する予定。使用は来年度から。
使い方のガイドラインを現在作成中。
委員：学校教育課が使い方について現在研修中と聞いている。WI-FI も構築
されていると聞いている。
委員：今図書館で提携している E ブックやオンラインで、市民が辞書などを
引けるサービスはあるか？
図書館：館内ではあるが、WEB ではない。
委員：来年度からタブレットが使用されるのであれば、図書館としても準備
が必要であろう。ネットワークで使う場合と、館内で使う場合は料金
設定が変わってくるので、それぞれ予算立てしてほしい。生涯学習課
は、学校教育課と連携して、図書館とのコンタクトを取ってほしい。予
算がないと動けないと思う。年度途中では無理なので、年度の初めに
お願いしたい。実際に行っているところがあるので、そこの例を提示
してほしい
富士見市はコロナが多く発生しているので、いつ何時学校が閉鎖にな
るとも限らない。図書館に足を運ばなくても子供たちがちゃんと勉強で
きる、調べ物ができる、疑問点が解消できる、子供たちが学校に戻って
きたときに安心できる、その点を考えてほしい。
保育園で図書館との関係で困っていることはありませんか？
委員：園によって考え方が違うと思うが、私どもの園は中央図書館が近いの
で、読み聞かせや本を借りている。人数制限はあるが、文化の杜公園が
近いので、本を借りる子どもと、公園で遊ぶ子供をうまく分けている。
有意義な時間を環境全体でとらえることができ、素晴らしい。なので、
若いパパママたちには、ららぽーとをセットにして、
「ららぽに行くと
きは図書館にも行きましょう」と園だよりにも載せている。
委員：いつもおしらせを楽しく拝見している。これらはホームページに載せ
てもよい。若い方たちに催し物の案内とか、スマホで見れると良いと

思う。
委員：小学校は緊急メールですべての情報が一斉送信される。そのようにで
きればよい。
委員：駅にある情報誌のように、自由にお取りくださいとしたらよいのでは。
委員：コストの問題があるから、電子媒体の方がよい
生涯学習課：子育て応援モバイルサイトが市のホームページに載っていて、それを
登録していただくと良い。それには図書館も発信している。
委員：ららぽーとの掲示板に図書館の情報を載せるのはどうか？
図書館：あそこは市内の公共施設がイベントの度に載せるので、継続的に使え
ない。空きがあれば貼ってくれるが、継続使用は難しい。
委員：最後の資料の説明をお願いします。
図書館：
（R1,R2 年度の、来館者、利用者数、貸出冊数の利用状況推移表）
それぞれ、令和元年度と 2 年度の数字が入っている。
今年は 5 月の開館後、徐々に増えており、10 月には大分回復し前年
を上回ったが、11 月に下回った、コロナの第 3 波の影響が大きいと
思われる。
公共も右肩上がりで増えていったが、こちらもやはりコロナのせいか
11 月には落ち込んだ。
図書館：このままだと次は 3 月の予定だが、まだわからない。やるにしてもや
らないにしても 1 か月前には必ず連絡する。
委員：学校司書のパソコンはまだか？
委員：せめてタブレットは配布できないか？みなさんご自分のスマホを使っ
ている。
委員：学校のパソコンは使うことができるが、いろんな教科で使っているの
で、司書の業務に特定しての利用は難しい。また、次年度のタブレット
購入のため、予算付けは厳しいだろう。また、学校は個人のものを接続
することはできない。
委員：タブレットで Opac の検索の仕方を録画して、YOUTUBE で流したり
するのはどうだろう。
それを図書館のホームページの載せてみるのはどうだろう。
もし学校司書研修が今後あれば、その時に撮影するのを考えてみて下
さい。
4.

閉会

