
平成２９年度 第３回上越市立図書館協議会 次第 

 

日時：平成３０年３月２７日（火） 

午前１０時３０分～ 

会場：高田図書館第１会議室 

 

 

１ 開会挨拶                

 

 

２ 議  題 

⑴  平成３０年度予算及び事業計画について           

⑵  その他 

 

３ その他 

 

 

４ 閉会挨拶 

                     



資料1

事業 読書普及・自主活動事業 高田図書館図書充実費 直江津図書館図書充実費 図書管理電算化事業 高田図書館管理運営費
直江津学びの交流館

管理運営費

目
　
的

 
  おはなし会や読書週間事
業などを実施し、読書活動
の意義や重要性を広く啓発
していくとともに、誰もが
気軽に図書館を訪れ、本と
触れ合う機会を多く持てる
ような環境づくりを推進す
る。

　
 暮らしの情報や課題解
決、調査研究に役立つ様々
な分野の図書館資料を収
集・保存し、広く市民に提
供する。

　
 暮らしの情報や課題解
決、調査研究に役立つ様々
な分野の図書館資料を収
集・保存し、広く市民に提
供する。

　
 図書館サービスの正確
化、迅速化を図るために、
図書館システム及び端末を
適切に維持管理する。

　
  市民の生涯学習活動の拠
点施設として、高田図書館
及び分館を適切に維持管理
し、安全・安心な読書環境
を提供する。

　
  市民の生涯学習活動や文
化活動の支援を行うととも
に、情報提供の場としての
直江津学びの交流館・直江
津図書館の適切な管理、運
営を図る。

30年度
予算額①

           377千円     16,917千円       7,278千円  23,476千円   63,792千円   53,963千円

29年度
予算額②

           751千円     16,939千円       7,181千円  21,692千円  127,111千円   53,222千円

比較増減
①－②

         △374千円   　 △ 22千円         97千円   1,784千円 △63,319千円      741千円

実
　
施
　
内
　
容

○主な経費
・読書週間・図書館こども祭
　等　　　　　     103千円
・開館110周年記念事業
　　　　　　　　　　15千円
・おはなし会、各種催し
　　　　　　　　　　97千円
・利用者登録推進　　15千円
・障害者サービス事業
　　　　　　　　   147千円

○主な経費
・消耗図書       12,906千円
・逐次刊行物      1,453千円
・新聞              775千円
・図書整理用消耗品　447千円
・追録、官報　　　　592千円
・郵便料（図書館だより）
　　　　　　　　　　 89千円
・相互貸借郵便・運搬料
　　　　　　　　　　323千円
・合本製本作成委託料 67千円
・新聞デジタル化作業委託料
　　　　　　　　　 　62千円
・備品図書　　　　　202千円

○主な経費
・消耗図書　　　  5,420千円
・逐次刊行物  　　  860千円
・新聞　　　　　　　309千円
・図書整理用消耗品　190千円
・相互貸借郵便・運搬料
　　　　　　　　    177千円
・合本製本作成委託料 53千円
・視聴覚資料　　　　269千円

○主な経費
・図書館システムリース料
                13,770千円
・図書館システムソフトウェ
  ア保守及び稼働支援業務委
  託料 　　　　　4,279千円
・図書館システムハードウェ
　ア保守点検委託料
　　　　　　　 　1,731千円
・新刊図書データ作成委託料
                 1,847千円
・データベース端末画像閲覧
　機能追加委託料　 379千円
・電信電話料　　　 737千円
　　図書館システム等ネット
　　ワーク回線（高田・直江
　　津）ほか
・オンラインデータベース
  使用料　　　　　 130千円

○主な経費
・報酬           27,204千円
・共済費          4,391千円
・旅費            1,183千円
・需用費         15,476千円
・委託料         13,619千円
・使用料及び賃借料
                  1,019千円
・工事請負費　　 　 456千円
　(玄関・1階中央部天井照明灯
　ＬＥＤ化）

○主な経費
・報酬           21,958千円
・共済費　　　　　3,728千円
・旅費　　　　　  1,076千円
・需用費　　　　　2,068千円
・委託料         10,746千円
・使用料及び賃貸料
　　　　　　　　  　841千円
・共益費負担金   13,200千円

平成３０年度図書館関係予算の概要
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資料２ 

平成３０年度上越市立図書館事業計画 

事 業 名 実施時期・主体 内     容 

上越こども 

読書の日 

毎月第４土曜日 

（平成９年４月制定） 

高 田 
・おはなし会１・２・３ 11:00～11:20 

 対象：幼児 

直江津 
・英語のおはなし会（全 6回）11:00～11:20 

 対象：幼児、小学生 

おはなし会 

毎週土曜日 

高 田 

・おはなし会 

 14:00～14:30  対象：幼児、小学生 

毎月第１火曜日 
・そらとぶじゅんたんとあそぼ♪ 

  11:00～11:30  対象：幼児 

毎週火曜日 
・火ようのおはなし会 

16:00～16:30  対象：幼児、小学生 

毎月第４金曜日 
・金よう読み聞かせの会 

10:30～11:00  対象：幼児 

各館年２回 
高 田 

直江津 

・絵本とおはなしのへや 

読み語りジャックの会の皆さんによる、おは

なし会（拡大版） 

14:00～14:45 対象：幼児、小学生 

8/11(土)、12/15(土) 【高田】 

8/4(土)、12/22(土) 【直江津】 

毎週土曜日 

直江津 

・おはなし会 14:00～14:30 

 対象：幼児、小学生 

毎月第２木曜日 
・本の友の会おはなし会 10:30～10:50 

 対象：幼児 

毎月第１木曜日 
・おはなし会１・２・３ 11:00～11:20 

対象：幼児 

毎月第３火曜日 
・英語のわらべうたの会 11:00～11:30 

 対象：幼児 

８月予定 

直江津 

・真夏のこわいおはなし会 

対象：小学生 

不定期 

・飾って！としょしつ 

（子どもに参加してもらい季節にちなんだ壁

面制作を実施。併せて関連図書も展示） 

毎月第１土曜日 浦川原 
・おとぎのへや 

10:30～11:30  対象：幼児・小学生 
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毎月第３土曜日 
・おはなし会１・２・３ 

11:00～11:20  対象：幼児 

毎月第１・３土曜日 

頸 城 

・えほんのじかん 

  15:00～16:00  対象：幼児・小学生 

３月（予定） 
・えほんのじかんスペシャル 

15:00～16:00  対象：幼児・小学生 

「こどもの読書

週間」実施事業 

４月２３日（月） 

～５月１２日（土） 

の間の開館日 

 

全施設 

 

・子ども及び保護者を対象にした絵本のブック

リストの作成、及び掲載絵本の展示 

「読書週間」 

実施事業 

１０月２７日（土） 

～１１月９ 日（金） 

の間の開館日 

全施設 
・小学生以上の子どもを対象にした物語のブッ

クリストの作成及び掲載本の展示 

１１月初旬 高田 

・大人を対象とした本に関する講演会(詳細未

定) 

・県立図書館との共催事業 

１０月２７日（土） 

～１１月９ 日（金） 

の間の開館日 

直江津 
・「おはなしとことこのおはなしたいむ」 

・「きょうのおはなしなあに」ほか予定 

図書館こども祭 

６月２日（土） 

高 田 

浦川原 

頸 城 

 

・高田図書館 110周年記念行事 

・各種おはなし会 

・リサイクルブック市 

・その他、児童向けの読書推進に関する事業 

６月９日（土） 

 

直江津 

 

・各種おはなし会 

・リサイクルブック市（直江津のみ） 

・その他、児童向けの読書推進に関する事業 

ティーンズコー

ナー企画『俺

の！推し本リタ

ーンズ（仮題）』 

８月上旬～下旬 直江津 

・ティーンズ向け資料の貸出を促すため、いく

つかのテーマに沿ったおすすめ本を募集し、

応募のあった用紙と本を展示する。 

つくってみよう！

おもしろ工作 
８月 浦川原 

・小学生を対象とした、自由研究の参考になる

工作教室と本の紹介 
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夏休み企画 ８月２５日（土） 高田 

・小学生までの児童を対象とした、読書推進に

関する事業 

・絵本作家のむらさやかさんのおはなし会も開

催予定 

・小川未明文学館との共催事業 

図書館秋まつり １１月 頸城 

・ブックリサイクル市 

・小学生を対象としたおはなし会『本に親し

むつどい』 

クリスマス企画 １２月 直江津 
・所蔵している雑誌付録（翌年カレンダー等

含む）を市民に提供する催しを予定。 

クリスマス 

お楽しみ会 
１２月 浦川原 

・小学生までの児童を対象とした、クリスマス

の飾り付け工作と、絵本のおはなし会 

所蔵資料の展示 未定 高 田 

・1 階ロビーにおいて、書庫に保管してある貸

出できない資料などをガラスケースに入れ

て展示予定。 

利用者登録 

の推進 
通年  

・健康づくり推進課 案内配布依頼（図書館で

読書記録帳【よむよむ】配布） 

・市主催各種イベントで出張登録窓口開設 

図書資料 

配送 
通  年 高 田 

・市内の図書館・分館・公民館図書室間を車両

で定期的に巡回し、図書資料の配送を行い、

利用者が希望の図書資料を最寄りの場所で

受け取ることができるようにする。図書の返

却はどこの図書館、分館、公民館図書室でも

できる。 

・高田、直江津間は毎回、分館は週 3回、公民

館図書室は週 1回（柿崎、大潟は週 2回） 

ブックリサイクル 通  年 
高 田 

直江津 
・平成 7年 7月 1日から実施 

障害者サービス 通  年 高 田 

・視覚に障害がある方や、活字をそのまま読 

むことが困難な人に対し、録音図書（カセ 

ットテープ、デイジー図書）及び点字図書

を貸し出す。 

・貸出期間：1人 5タイトル、1 か月まで 
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会  議 

6月、10月、3月 

10月 

高 田 

直江津 

分 館 

・図書館協議会 

・新潟県公立図書館協議会委員連絡協議会 

通 年 各施設 

・選書会議 

高田図書館（毎週木曜日） 

直江津図書館（毎週金曜日） ほか 

広  報 
通  年 

 

高 田 

直江津 

・図書館だより「パピルス」の発行（毎月） 

・図書館ホームページの運営 

高 田 

直江津 

・ＦＭ－Ｊ出演 

（毎週水曜日午前 11時 40分ごろ～） 

高 田 

直江津 

分 館 

・新着図書案内寄稿 

上越タイムス（毎週土曜日）、上越よみうり（毎

週火曜日） 

 



資料３ 

 

平成 30年度読書普及・自主活動事業 

高田図書館開館 110周年記念事業（案） 

 

 

目的：高田図書館の前身である「県社榊神社三百年祭紀念立高田図書館」(私立図書館)の開館（明治 41

年 6月）から 110年に当たるため、記念の催しをすることで、さらに図書館に親しみを感じてい

ただき、もって図書館利用促進を図る。 

 

１ 図書館こども祭内事業 

Ｈ29 年度から、高田・直江津図書館、浦川原・頸城分館開催の「図書館こども祭」を 2 回に分散開

催としている。Ｈ30年度は、高田図書館は 6月開催として催しを行う。 

 

⑴ 高田図書館開館 110周年記念 世界一周本の旅 

対象：未就学児～小学生 

時期：平成 30年 6月（「図書館こども祭」内） 

会場：小川未明文学館ギャラリー 

内容：高田図書館所蔵の明治期の世界全図（世界地図）と現在の地図を並べ、110年前の日本・世

界を、読み聞かせやクイズを交えて紹介する。 

   費用：歳出 チラシ作成 用紙代…消耗品 

 

(2)思い出の図書館  

対象：子ども～大人 

時期：平成 30年 6月～8月 

 

会場：高田図書館または小川未明文学館ギャラリー 

内容：・来館者から高田図書館や図書館で読んだ図書についての思い出を寄せてもらい、図書館だ

より「パピルス」への掲載や館内掲示を行う。 

   ・過去の高田図書館の写真や、看板・目録ケースなど図書館使用物品等の展示を行う。 

   費用：歳出 応募用紙(応募用書式を印刷)、展示物作成 用紙代等…消耗品 

 

２ 公文書センター出前展示「高田図書館 110周年」 

  展示品作成：公文書センター 

対象：大人 

時期：平成 30年 5月～7月 

場所：高田図書館玄関ホール 

内容：高田図書館の歴史を高田図書館や公文書センター所蔵資料を利用した展示を行う。 


