
令和２年度 第１回関市立図書館協議会 

 

日 時：令和２年７月３０日（木） 

午後１時３０分から 

場 所：わかくさ・プラザ 総合福祉会館 

     ２階 ２－１研修室 

 

 

会 議 次 第 

 

  １ あいさつ 

 

２ 議 題 

 

① 関市立図書館改修計画（案）について 

    

② 令和２年度の図書館運営について 

 

③ その他 

 

 



令和２年度　関市立図書館協議会委員名簿

【任期　R1.6.1～R3.5.31】

番号 氏　名 区分

1 樋口　緑 学識経験者（教育全般）

2 波多野　壽美 学識経験者（幼児教育）

3 平川　貴久 学識経験者（読書推進、社会制度）

4 藤根　隆 教育委員会（市立学校代表：桜ヶ丘小学校長）

5 河合　裕子 各種団体（読書サークル）

6 太田　尚文 各種団体（社会教育委員）

7 藤井　和敏 各種団体（文化協会役員）

8 熊﨑　好子 一般

9 船戸　真由美 一般
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関市立図書館協議会

　　　　　　

昨年度の事業報告

　　　　　　Ⅰ　昨年度の概要

Ⅱ　今年度の取組
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Ⅱ　昨年度の概要

1. 基礎数

2.月別利用状況

３．蔵書状況

４．障害者サービス

5.　学校連携

6.　古本まつり

7.　電子図書館

8.　学校電子図書館導入

1.　基礎数

関市人口　88,017人

登録者　　 58,806 人

（昨年度より2,161人増）

所蔵書籍数　444,596冊（13,952冊増）　

入館者数　269,714人（昨年度より7,173人減）

貸出冊数　568,978冊（昨年度より4,570冊増）

Web予約　　15,850件（昨年度より1,087件増）
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2.月別利用状況

岐阜県では3月3日（火）から臨時休校。（新型コロナウイル
ス感染症対策のため）当館では、「長時間のご利用はご遠
慮願います」（一般利用者）「本施設の利用をご遠慮願いま
す」（児童生徒と保護者）の館内掲示。

3.蔵書状況

一般書
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4.障害者サービス

　利用者数　164人（窓口163人　郵送1人）

　貸出し資料　視聴覚資料　２９６冊

ブックスタート
受け渡し人数　　

　関市保健センター…483人

　　　　　　　　　　　　　（旧関市、武儀、上之保　）

　武芸川保健センター… 38人（洞戸、武芸川）

　

5.学校連携（本館）

①職場体験　７校　２４人

②図書館見学　９４０人　

（２３校＋１教育委員会）　

③ブックトーク　　５６回（１２校）

④読み聞かせ　１０回（５校）

※電子図書館の読み聞かせ　１回

　　市内小学校家庭教育学級（講師）

　　保育園での読み聞かせ　１０回
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5.学校連携（分館・分室）

職場体験　１校　１人（武儀分館）

図書館見学　１校（2～3学年　上之保分室）

　　　　　　　　 ２校（21人　武儀分館）　

ブックトーク　　6回（１校 武儀分館）

読み聞かせ　

　１９回（１校＋老人クラブ等含　上之保分室）

　　9回（未収園児　武芸川分館）

　　　　※文化祭でも実施

　　　　6.古本まつり

春　 5月19日（日）　1,234人参加 24,200冊提供

秋　10月20日（日）  1,231人参加 23,517冊提供　
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6.古本まつり

昨年度　わかくさプラザ20周年記念の古本まつり

　①図書館ならではのブース

　　・本の修理

　　・カバーリング

　　・豆本作り

  ②バルーンアートの作品装飾

　　・参加の子どもたちに進呈

7.電子図書館
利用回数 2,198回（2,375増）

　

コンテンツ数　4,204コンテンツ　(2.732増)

登録者数　　 1,220人（ 5５０人増）
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交互読み聞かせの様子
（武儀西小学校５・６年生）

8.学校電子図書館の導入

読み聞かせの後
（南ヶ丘小学校2年生）

8.学校電子図書館の導入
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Ⅱ　今年度の取組

１．魅力ある書架づくりの継続

２．居心地のよい図書館（利用者に優しい）

３．子どもの夢を育む講座の継続

４．英語多読の推進

５．関市制70周年記念の取組

６．電子図書館ＰＲ、利用促進業務

７．学校及び文化課等関係団体との連携強化

８．新型コロナウィルス感染拡大防止への対応

１．魅力ある書架づくり

(2)ティーンズの増設

(3)臨機応変に展示作成

(１)別置棚
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２．居心地のよい図書館
                （利用者に優しい）

１．安心安全のコロナ対策

　７月19日（日）　司書による夏のおはなし会

　8月1日（土）～8月30日（日）図書館夏祭り

　8月16日（日）　夜のこわーいお話会

　

　　　３．子どもの夢を育む講座・
　　　　　イベントの開催
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４．英語多読の推進

１．シンポジウム「図書館多読への招待」

　　11月に岐阜県図書館で開催予定

　　パネル発表で参加予定

２．多読講座の実施

　「図書館で多読をはじめよう」

  入門・初級講座…１２月ごろ開催予定

５．市制７0周年記念の取組

(1)昭和30年代の町並み

　　・当館の住宅地図、航空写真の活用

(2)記念講座「関市の町並みの移り変わり」

　　講師：山村　亜希　氏　

　　　　　　　　（京都大学大学院　教授）

(3)関市協働推進部文化課との共催事業

(4)1月24日（日）実施予定　
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６．電子図書館ＰＲ、利用促進業務

　2018年2月　３５１回（電子図書館開設月）

　2020年４月　478回

　2020年５月　716回

７．学校及び文化課等、
　　　　　　　関係団体との連携強化

○「関市ビジネスサポートセンター」

　（セキ・ビズ）との連携

・常設展示コーナー開設

・書架にポップ設置
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７．学校及び文化課等、
　　　　　　　関係団体との連携強化

○文化課との連携

・文書目録（整理→目録→製本→受入）　

　

・市制70周年記念講座・展示

７．学校及び文化課等、
　　　　　　　関係団体との連携強化

○ディサービスセンター「ラクア」との連携

・花の種（入口で配布）

・エチケット袋入れ

　　（館内イベントの景品）

○「認知症、アルツハイマーに

　　関する本の展示」（9月）

　　高齢福祉科との連携
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○3月3日（火）から臨時休校

館内掲示

　一般利用者

　　　　「長時間のご利用はご遠慮願います」

　児童生徒と保護者

　　　　「本施設の利用をご遠慮願います」

　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応

○4月4日（土）予約本のみ受取可、マイページ
での予約受付

○4月14日（火）メールでのマイページと電子図
書館のID・パスワードの発行開始

　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応
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○4月18日（土）休館　

○5月1日（金）メール予約本受け渡し開始

　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応

○5月21日（木）　開館　一部業務のみの提供

＜利用できるサービス＞
　・本棚から借りたい本、CD等を手に取って選ぶこと。
　・カウンターでの本、CD等の貸出・返却。
　・利用者カード、マイページ、電子図書館の申し込み。
　・インターネット予約の受付と受け取り
　※館内滞在時間は15分以内

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応
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○5月21日（木）　開館　一部業務のみの提供

＜利用できないサービス＞
　・閲覧席・視聴覚資料閲覧席の利用。
　・雑誌、新聞の閲覧。
　・インターネット、データベース、セルフ貸し出し機、　

　　OPAC（検索機）、複写機（コピー機）の利用。
　・窓口での予約・リクエスト受付

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応

○利用者への了解

　・入館の際、図書館カードの提示。（）

　・持っていない方、入館証記入（氏名と電話番号）

　・感染者が発生した際の利用者情報（図書館カード登録情　

　　報）を関係機関（保健所等）に提出すること
　・今後の感染状況に応じて、サービスの変更または、再度臨

　　時休館を行う等の可能性

○入館チェック

　・職員はフェイスシールド着用

　・2人体制…カードのバーコード読み込む者、図書館カード

　　の提示依頼および間隔を２ｍ開ける指示する者
　　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応
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○利用者への注意喚起

マスクの着用、入館時の手指消毒、人との間隔2ｍ
来館前の健康状態のチェック及び検温

○下記の状態である場合、来館をお控えいただく。
　・37.5度以上の発熱（平熱比＋1超過）
　・息苦しさ（呼吸困難）

　・強いだるさがある
　・軽度であっても咳・咽頭痛など症状がある
　・過去2週間以内に、感染が引き続き拡大している

　　国・地域への訪問がある

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応

○6月9日（火）滞在時間15分を30分に延長

○7月1日（水）AV視聴を除いて通常開館

　・入館者チェックは感染QR警戒システム又は、名前　

　　と連絡先の記入

　・30分の滞在時間を長時間

　　滞在の自粛に

　・10時～17時を10時～20時に

　・座席は半分に減らす

　・カウンター周辺のソーシャルディスタンスの確保

　・こまめな消毒（返却本、カート、パソコン、コピー機）　　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応
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○7月25日（土）関市に感染者（高校生、大学生）

　・座席をさらに間引く　

　　（4席は1席に、6席は2席に）

　

今後も関市の要請にしたがって動けるよう、中部学院
大学側の指示を受けながら、対応していく。

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応

○中止・延期したイベント・講座

　4月5日（日）　スマホでキャッシュレス講座

　4月23日（木）　初めて手にするスマホ講座

　5月17日（日）関市に残る明智光秀（関高校生）

　5月29日（金）中高年のためのカラダつくり

　6月6日（土）やさしい生前贈与と相続のはなし

　6月13日（土）孫六座による「織田信長」

　7月18日（土）夏休み前コンサート

　　　　　　　　　子育て応援コンサート

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応
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○３蜜を回避した取組

　①第3日曜日（読書の日）のおはなし会

　・和室周辺で開催

　・戸や窓を開ける

　・扇風機設置

　・7組14名限定

　（ソーシャルディスタンス）

　・大型絵本を中心としたプログラム構成（パネルシア

　　ター、体操等体験的内容の絵本）

　　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応

②講座

　　12月19日（日）関市に残る明智光秀（関高校生）

　　　1月24日（日）市制70周年記念講演

　・広い会場確保

　・定員の半分の募集

　　※10月以降「キャッシュレス講座」「多読講座」「古

　　　　文書解読講座」「本の修理講座」の実施を調

　　　　整中

　

８．新型コロナウィルス
　　　　　　　感染拡大防止への対応
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ご清聴ありがとうございました。

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　


