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平成 30年度 第 1回 佐世保市図書館協議会 会議録 

 

１．日 時  平成 30年 11月 9日（金）午後 4時～午後 6時 

 

２．場 所  佐世保市立図書館 3階 視聴覚室 

 

３．出席者  ○佐世保市図書館協議会委員 （定数 5名）（出席 5名） 

        ・学校教育関係者 井上 道哉  ・社会教育関係者 喜多 祥浩 

        ・社会教育関係者 樋渡 憲三  ・家庭教育関係者 櫻井 英子 

        ・学識経験者   落合 知子 

       ○事務局（出席 3名） 

        ・図書館長    坂口 周一  ・館長補佐兼図書第一係長 谷口 進太郎 

        ・図書第二係長  合満 佐和子 

 

４．議題 

 （１）非常勤職員に係る上級司書資格者認定審査 

 （２）平成 29年度事業報告について 

 （３）平成 30年度事業計画（案）及び実施状況について 

 （４）その他 

 

５．議事（要点筆記） 

 館長挨拶 

（１）非常勤職員に係る上級司書資格者認定審査 

   面接、実技を実施し審査を行った。 

（２）平成 29年度事業報告について 

≪ 説 明 ≫ 

～ 事務局から資料に基づき平成 29年度図書館運営事業決算状況等について報告 ～ 

 ・予算額 1億 5,992万 9千円に対し決算額 1億 5,354万 5千円 不要額 638万 4千円 

  内訳として、 

「施設管理」予算現額 36,085千円 決算額 34,683千円 

「運営」  予算現額 89,998千円 決算額 85,233千円  

「図書館資料費」予算額 31,046千円 決算額 31,040千円  

「郷土研究」  予算額 2,800千円  決算額 2,589千円 

 

 （平成 29年度主な出来事について） 

平成 29年 4月 祝日及び第３金曜日開館実施（例月図書整理休館日の廃止） 

夜間開館拡大（火曜日～土曜日：一般室・学習室 午後８時まで 

※日曜日・祝日 及び 児童室・郷土資料室は除く） 

市民ギャラリーの開設 

３階ロビーに「グループスタディコーナー」開設 

5月 第２回図書館まつり（５月３日～５日）・第５回ビブリオバトル開催 
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6月 「第１回図書館を使った調べる学習コンクール」作品募集開始 

7月 佐藤正午氏「月の満ち欠け」で第 157回直木賞受賞 特別展示 

「夏休み子ども落語会」「みなと de図書館」開催 

「夏休み図書館探検ツアー」開催 

8月 新デザイン図書館利用者カード配布開始 

「夏休み史跡めぐり＆古代技術に挑戦」開催 

9月 「みなと de図書館 withビブリオバトル」開催 

10月 「図書館 de Live～ハロウィンナイト」開催 

「第１回佐世保市立図書館 POPコンテスト」開催 

11月 「第１回コミュニケーション・イン・イングリッシュ」開催 

「マキばあちゃん朗読劇」開催 

「プチ図書館（させぼ文化マンス）」「ビブリオバトル 2017inSASEBO」

開催 

第 48回児童生徒郷土研究発表会・第１回図書館を使った調べる学習コ

ンクール表彰式開催 

12月 「みなと de図書館おたのしみ会（絵本で遊ぼう！）」開催 

平成 30年 1月 「古文書解読初級講座」開催 

2月 第 50回佐世保市郷土研究所公開発表会開催 

 

 （平成 29年度の学校等支援状況について） 

         図書室の環境整備     １件 

         図書の整備        １件 

         ブックトーク・おはなし会 １件 

         運営相談         １件 

         選書依頼        217件 

         図書の配送       192件 

         窓口団体貸出      116件 

 

 （平成 29年度の学校等貸出状況ついて） 

         選書依頼件数      217件 

         選書依頼分貸出冊数  4,273冊 

         窓口団体貸出件数    116件 

         窓口団体貸出冊数   1,567冊 

 

 （平成 29年度のブックスタート事業ついて） 

         配付件数       1,967件 

 

≪ 質 疑 ≫ 

会長：ただいまの事務局の説明に対し質問・意見等があればお願いしたい。 

委員：学校支援事業について、どこの学校をどのようにやっていくのか計画を教えて欲しい。 

事務局：学校支援事業については平成 23年度から開始したものである。開始当初は、要望があれば

お問い合わせくださいということにしており、各学校に対するフォローがなかなか上手くい
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かなかったため、平成 24年度、25年度の２年間でモデル校方式による支援を行い、ノウハウ

を蓄積した。本事業は、社会教育課が策定した「読書大好き佐世保っ子プラン」に基づき実施

している。 

委員：先ほど報告された件数は、学校から依頼のあった件数すべてということか。 

事務局：そのとおりである。依頼のあった分すべてということになる。 

委員：図書室の環境整備や図書の整備についての依頼件数は、年間で１件だったということか。 

事務局：既に各学校において１度実施しているため、そのような結果となったものである。 

委員：件数がこれだけだったのでおたずねしてみた。学校の予算が関係しているのか。 

事務局：本の配送料など予算については図書館で負担しているので問題ないと思う。図書館として一

番苦慮しているのは、例えば平和学習など、各学校同じタイミングで実施されるので、すべ

ての要望に対応できないところである。また、一番ご要望が多いのが、図書館の活用方法や、

学校の授業との連携などである。どこに相談してよいかわからないといったことがないよ

う、毎年度初めに開催される学校司書説明会に出向き、学校支援についての説明を行ってい

るところである。 

委員：図書館施設見学の日程が１０月から集中しているのは理由があるのか。 

事務局：学校のカリキュラムと関係しており、社会科見学の時期が各学校だいたいこの時期であるの

が原因であると考える。 

委員：社会科見学の一環として行われているものなのか。 

事務局：そうである。図書館の利用の仕方や、館内の説明を行っている。 

委員：小さいときに図書館に行くこと、本に親しむことは大切なことだと思う。 

会長：他になければこれで質疑をとどめる。 

 

（３）平成 30年度事業計画（案）及び実施状況について 

≪ 説 明 ≫ 

 ～事務局からの配布資料に基づき、平成 30年度実施計画（案）及び実施状況の報告 ～ 

   新規・改善の項目を中心に説明を行った。 

平成 30年 4月 佐世保市立図書館公式フェイスブック開設 

5月 第３回図書館まつり（５月３日～５日） 

針尾地区公民館での本館資料の取り寄せ・返却受付開始（市内地区公民館 

７か所目） 

8月 夏休み特別講座「カンコロ餅のヒミツ」開催 

講師：絵本作家 にしむらかえ氏 （有）草加家 髙木龍男氏 

10月 図書館 deライブ開催 佐世保市民管弦楽団有志による演奏会 

11月 本のコーティング講座開催 

12月 図書館マスコットキャラクター ネーミング募集（～１月 13日） 

「君川みち子氏語りの講演会」開催 

2月 「久川文乃氏講演会」開催 

「日本図書館協会図書館基礎講座 in九州」開催（2月、3月開催） 

≪ 質 疑 ≫ 

会長：ただいまの事務局の説明に対し質問・意見等があればお願いしたい。 

委員：「日本図書館協会図書館基礎講座 in九州」は、来年２月と３月に１回ずつ計２回開催されると

いうことか。 
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事務局：そのとおりである。 

会長：他になければこれで質疑をとどめる。 

 

（４）その他 

  ①名切地区再整備に係る中央公園のリニューアルについて 

   中央公園のリニューアルに伴う駐車台数の増と、図書館駐車場の有料化について、資料に基づ

き説明を行った。 

≪ 質 疑 ≫ 

委員：交通公園はなくなるのか。 

事務局：廃止されることとなっている。 

委員：いつから供用開始となるのか。 

事務局：平成 34年 4月からとなっている。 

委員：図書館として困ることはないのか。 

事務局：利用者のことを考えると現状のまま無料とするのが望ましいが、屋内遊び場の利用者が駐車

するおそれがあるので、図書館だけ無料にすることは難しいと考えている。 

会長：他になければこれで質疑をとどめる。 

 

  ②次回開催日について 

   平成 31年 2月 22日（金）16時 30分からに決定した。 

 

 

以 上  


