
- 1 - 

 

浦幌町子どもの読書活動推進計画策定委員会議事録（抄） 

高橋館長～それでは皆様こんにちは、ご案内させていただいたのですけれども、

浦幌・厚内幼稚園の佐藤園長先生が欠席ということで、皆様方おそろ

いですので、只今から、第３回目になります子どもの読書活動推進計

画策定委員会を始めさせていただきたいと思います。それでは委員長

からご挨拶お願いします。 

西森委員長～皆さんこんにちは、皆さん議案を読まれていると思いますが、前回

の会議で、気になっていたことを皆さんに見て頂こうと思って、後か

ら追加議案をつけて頂きました。 

高橋館長～ありがとうございます。それでは、議事に入る前に、皆様方に配布し

た資料なのですが、表紙が議案というのが１冊、それと別紙というこ

とで、第１期と第２期、今回の第２期の素案の対比となる表をホッチ

キス止めしたものが1Ｐから16Ｐまでですね、それで、今委員長さんか

ら頂きました、事前に委員長さんと事務局で打ち合わせさせていただ

きまして、今委員長さんのほうからご説明いただいた、第１期のアン

ケートについてこれを再度参考資料として、皆様方に送っている様な

状況です。後で参考にしながら見ていただけたらと思っています。今

回の会議につきましては、第１期と第２期の変更の部分について、皆

様方に素案としてお出ししているのですが、議案の２Ｐをお開き頂き

たいと思います。このページの下のほうに２段に数字２「第２期計画

の性格」というところの、４行目をご覧頂きたいと思います。北海道

の方も何期か計画を作っているのですが、本町の第２期についても、

基本的には、第１期の計画を引き継ぐという、大きく変えるようなも

のではなく、基本は第１期を引き継ぐものとしまして、今回様々なア

ンケートをとらせていただいて、かつ、本日皆様方からのご意見を頂

いて素案を一部変えていく、というような基本のラインにそって、進



- 2 - 

 

めさせていただきたいというのが提案でございます。これを基にこれ

から進めさせていただきます。それでは、議事以降につきましては委

員長さんの進行の基で説明させていただいてよろしいでしょうか。 

西森委員長～それでは、議案第１号から説明をお願いします。 

 

【議案及び議案別紙により髙田係長説明】 

 

西森委員長～質問とか意見等がありましたらお話ください。 

羽賀委員～コンピュータの蔵書管理の電子化についてですが、どのような中身な

のでしょうか、中学校ではやっていると思うのですが 

髙田係長～中学校では導入されていますが、各学校で例えばエクセルとかのアプ

リケーションを使ってですね、蔵書管理をやっていれば電子化という

ことになるかと考えていますが、紙台帳で管理されているのであれば

電子化ではないので、例えば小学校のほうで、蔵書についてすべてエ

クセルで管理しているということであれば電子化しているといっても

いいのですけれども、学校教育係に聞きますと、そうはいかない学校

もあるらしくて、時期尚早ということであえてこの文言をはずさせて

いただいた中身です。 

西森委員長～質問とか意見ありませんか 

鈴木委員～膨大な中身について、検討され大変ではなかったかと思います。とこ

ろで図書館のアニマシオンとは何ですか。 

髙田係長～すいません。司書のほうからお答えします。 

杉山司書～アニマシオンというのは例えば参加する人がある一冊の本を読んでい

て、みんなが話を知っている前提で進んでいくのですが、例えば「大

きなかぶ」であれば、「大きなかぶ」をみんなが知っているという前提

で、行なわれるものなのですけれど、例えばその「大きなかぶ」のお話
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の中で一箇所違う場所をわざと間違えて読んでいって、その間違えた

場所を、わかった人はそれを指摘してもらうというゲームですね。あ

とはそのお話しに出てきた登場人物は誰でしょうというお話しに基づ

いたゲームですとかクイズですとかいう活動をアニマシオンと言いま

す。 

西森委員長～読書の面白さとかそういうものを伝える技法ですね 

鈴木委員～それと、文言の中に「外」にというのがあったでしょう。これは字の間

違いではないかと、「外にやることはある」という部分ですが。５Ｐの

12、13 行目ぐらいですが。 

髙田係長～確かに「外」という言葉になっていますね、「他」のほうが良いですね

わかりました。 

西森委員長～他に気づいたところとかありませんか。 

円子委員～素案の全体的にですね、文章が長すぎる。「何々する。」で終わればい

いのですが、「何々、何々」という長いセンテンスになっている。もっ

と整理して短く切るほうが読み手は読みやすいと思うのですが、あと、

「継続して」という言葉が多い、ほとんど全部とってもいいのではな

いかと思います。そのほうが見やすくて継続事業一覧に記載もされて

いるので少し考えて欲しい。 

髙田係長～わかりました。 

西森委員長～学校図書標準というのは、基準になる冊数があるのですか。 

髙田係長～そうです。 

西森委員長～その中身というかどういった本も冊数に入るのでしょうか。 

髙田係長～古かろうが新しかろうが、学校が蔵書している冊数ですね。 

西森委員長～冊数だけですか。 

髙田係長～はい。冊数だけです。 

西森委員長～もう一つお聞きしたいのが、浦幌町立図書館の貸し出し冊数が、平
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成２３年度と比較して下がってきているのはどういう要因でしょうか。

全体的に大人も子どもも図書館の利用が少ない、読まなくなってきた

ということなのでしょうか。 

杉山司書～これは私の印象ですが、昔は年配の方とか、大人の方で大量に借りに

いらしてくれていたようでしたが、その方たちがだんだんいらっしゃ

らなくなったということだと思います。子どもたちの利用は来館も多

く増えてきているように思っているのですが、これまでに沢山借りに

来てくれていた方々がいらっしゃらなくなったので、相対的に減少し

ているのではないかという印象です。 

西森委員長～図書の種類とかそういうものはどうなのでしょうか。 

杉山司書～小説とか手芸とか料理系は沢山借りてくれる方がいたのですけれど、

その方がいらっしゃらなくなったというのはあります。 

西森委員長～子どもたちというか、幼児や小学生は増えているというイメージで

しょうか。 

杉山司書～そうですね。沢山借りてくれる子はいます。 

西森委員長～他にありませんか。 

円子委員～議案の 11Ｐですが、「北海道立図書館及び十勝管内公共図書館等との

相互協力の充実を図り、町図書館における未所蔵図書について借り受

けを推進し、蔵書の充実に継続して努めます。」とありますが、よそか

ら借りた本も蔵書扱いになるのですか。蔵書というのは町の図書館で

持っている本ではないですか。 

杉山司書～他の図書館から借りた本については蔵書には含まれません。 

髙田係長～確かに表現がおかしいですね、ちょっと表現を直させていただきます。

何がいいかな、「図書の提供」という表現のほうがよろしいでしょうか。

円子委員のおっしゃるとおり借り受けたものは蔵書じゃございません

ので。「図書の提供に継続して努めます。」という表現に改めさせてい
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ただきます。実際に町図書館に利用者からリクエストがあった場合に

北海道立図書館とか他の図書館から借受して逐次提供をさせていただ

いていて、月で４～５冊ぐらいはあります。 

西森委員長～他に聞きたいことはありませんか。９Ｐなのですが「エ 民間団体

の子どもの活動に関する支援」の「読書のアニマシオンやお話し・読

み聞かせなどの読書指導に関する研修会を実施します。」を削除する。

ということですが、前は読書を指導してくれる方がいらっしゃったり

してくれていたわけですが、これから先は難しいということなのでし

ょうか。 

髙田係長～そうですね、ちょっと難しいかなという判断で削らせていただいたの

ですけれども、これは、この委員会でやはり継続すべきであるという

ことであれば、これは掲載したいと思います。 

西森委員長～例えば、今までにやってきた研修会とかすることが、どういった経

緯でなくなってしまったのかなということを知りたいのですけれど。

例えば、講師を選んだりとか実際にそういった講習をしていただける

方がいなくなってしまったとか、その辺はどうなのでしょうか。 

髙田係長～ここで言っている具体的取り組みなのですが、「エ 民間団体の子ども

の活動に関する支援」という言葉の中の具体的な取組にアニマシオン

が入っていたので、図書館で講習会をやるとなるとちょっとこの民間

団体の子どもの読書活動に対する支援という言葉とはちょっとかけ離

れているかな、と思うのです。ですから図書館事業としてですね、子

どもを対象にということではなく、図書館事業全体として考えたとき

にアニマシオンというのは、全く無くすという話ではないです。ただ、

子どもの読書活動として民間の団体に対する支援というところでは、

適切なのかなということがあったので、削除させていただいたという

内容です。こちらの主催事業としては図書館講習会とかそういったも
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のではそういうものもボランティアさんにお伝えしていきたいという

ようなことは思いますけれども、実際にですね民間の団体さんが子ど

もに対してアニマシオンをするということが、ちょっと今の状況で、

できるかできないかということがあったものですから。 

西森委員長～アニマシオンに限定してしまうと言葉は一つですけれども方法は沢

山あるのですね、だから、例えば小さい子や小学校に上がる前の子ど

もたちが対象だったり、小学生だったり、中学生だったり、高校生だ

ったり、そういうことを幅広くあるものなので、それは、意味が無い

という方はちょっといるかもしれませんが、わかりませんけれども、

子どもたちが読書というものに対して、本ってこんなに楽しいとか、

面白いなとか、例えばゲームをしようかと思ったときにそういえはあ

の本面白かったからもう一度読んでみようかなとか、ちょっとの時間

でも、ちょっと本のほうを見てもらうというようなきっかけというの

としては、可かなと思うのですけれども、消されてしまうと、あまり

アニマシオン自体が周知されていないということもありますけれども、

それを知って、アニマシオンをやる機会があれば、子どもたちの気を

とめるためには良い事だと思いますので、ここを削除というのはちょ

っと寂しい気がして…どうでしょうか。 

髙田係長～わかりました。次期計画にも前回計画と同様に盛り込ませていただき

ます。あくまでも、館長からも話があったとおり、第１期計画を基本

として、この第２期計画というものがございますので、ですから第１

期計画で良いものはきちっと踏襲してという前提がございますので、

委員長さんの只今の意見をやはり取り入れて皆さん方も様々なご意見

があると思いますから、その意見を反映した中で、計画策定進めてま

いりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

西森委員長～ということなので、意見があれば小さなことでも気づいたところを、
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日頃からちょっとこういうことを思っていたのだけれども、とかでも

いいので意見を出していただけたらありがたいのですけれども。こう

いう機会はあまりないので。 

円子委員～ちょっとわからなかったのですが、素案のほうの６Ｐの「ウ 公共施

設における子どもの読書活動の推進」の中に「児童デイサービスセン

ターの利用者」と書いてあるのですけれども、このデイサービスセン

ターは何を指すのでしょうか。 

髙田係長～正式名称で書き直したほうが良いですね。 

楜澤委員～子ども発達支援センターです。正式名称は。 

髙田係長～「児童デイサービスセンター」ではなくて、「子ども発達支援センター」

ですね。 

円子委員～聞いたことが無い言葉だったので、気になったものですから。 

髙田係長～現在、子育て支援センターと子ども発達支援センター、通称私たちは

児童デイサービスセンターと呼んでいるのですが、保健福祉センター

に、同じ敷地内にあるのですが、今後認定子ども園が設置される構想

となっていますので、認定子ども園になると、別々になるというイメ

ージなのです。それは蛇足なのですけれども。今の件につきましては、

正式名称に訂正します。前回計画でも「児童デイサービスセンター」

と記載されていたのでそのままにしてしまいました。 

西森委員長～他に気になるところとかは無いですか。 

円子委員～図書に関することなので細かいのですが、漢字ですね、素案のほうの

２Ｐの２行目に「夢や希望に向かって逞しく成長するために」とあり

ますが「逞しく」という漢字は常用漢字表には無いのですよね、それ

と 10Ｐの３行目の後半部分「図書を揃える」とありますが、「揃える」

も常用漢字表には無いんですよ、図書館だからこだわったほうが良い

んじゃないかと思います。 
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高田係長～申し訳ありません。ひらがなに訂正します。 

西森委員長～他に気になるところとかは無いですか。小さいことでも構わないの

で。前の計画のときのアンケートにあったのですけど、周りにいる大

人たちが読書をしている姿を見せるとかそういうことはもちろんだと

思いますし、本を読んでこんな記事が面白かったよとか、そういうよ

うなことを与える機会が日常的にあることが一番で、本を読んでいな

くても、本の本当に「裏の挿絵とかそういうものが良かったよね」な

どとかも、本当にきっかけになるのが一人ひとりに違ってくると思う

ので、回りに本がある環境を整えていくこととか、そういう周りの人

たちが本を読んでいたりとか、ということがとっても大事なことだと

思うのですけれども、一番最初の子とか、最後に後書きじゃないけれ

どもそういうことを入れていただけたらなと思います。できたら子ど

もたちに本は楽しいよ、面白いよ、役に立つよということが口で言わ

なくても伝わるような、そういう文言があればいいと思うのですが、

必要ないですかね。これが結局出来上がったらパブリックコメントに

行くのでしょうけど、あまり意見というのが出てこないと思うのです

けれど、「それって自分にあまり必要ないから見ることも無い」みたい

なそういうことも、あるじゃないかなという気もする。みんなが、本

当にこういうことがあるのだなという事をこう考えて見てもらえたら

そこからちゃんと意見が出てきたり、私たちが考えられないようなと

ころの意見を出してもらうためには何かする必要があると思うのです

けど。何か、ただ、紙があってパブリックコメント出しました。どこか

らも意見がきませんでした。了承されましたというのは、あまりにも

悲しいというか、そういう感じがしていたのですけれども。こうやっ

て集まって意見を出しても、何か他の人たちは興味が無いのかな。と

いうのじゃちょっと、自分で思っていることが、大したことではない
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ということは無いと思いますので、本当にちょっとしたことでもいい

ので、何か無いですか。 

円子委員～素案の３Ｐですが、第２期計画のめざす将来像ですが、第２期計画が

めざす将来像を次のように描きます。とあり、四角で囲われた中に書

かれているわけですが、前回とほぼ同じだなと感じます。これを読む

と「～しています。」という現状を書き並べているという感じがして、

将来像というのは、どこに書いてあるのかと感じました。こういう現

状は現状で、書いてもいいと思うのですが、その上で、だから将来像

がこんなことを描いています。という内容が欲しいような気がします。 

西森委員長～すごく難しいですね。このまま異論が出なければこのままでという

ことですか。パブリックコメントに。 

髙田係長～そうですね。 

西森委員長～どうですか、何かありませんか。これでいいのでしょうかね。間違

ったことは書いていないと思いますが何となく物足りなさはあります

ね。何がたりないのかはちょっとわからないですけど。なんで本を読

むのか、なぜ大人たちが子どもたちに本を読んで欲しいと思うかとい

うのを考えたら、やっぱり、何でしょうか読書の楽しさ、ゲームでは

味わえない楽しさというか…言葉にすると難しいですよね。 

山本委員～私たちは図書館ボランティアとして布絵本を作っていますけど、会の

人、私たちが楽しくなければ見てくれる人が楽しくないというか、か

たぐるしい感じは無く、作っているので、どうなのでしょう、そうい

うことを文書にするというのが難しいと思うのですけど。 

西森委員長～確かに、どれが、私たちが伝えたいことなのか難しいですね。 

山本委員～確かに子どもの成長は願うけど、布絵本を見てくれたときに楽しさが

伝わってくれればいいなと思い作っているのですが、文書にはできな

いですね。 
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円子委員～小手先だけの話で行くと、文言の最後の部分を「伝えています。」を「伝

えていきます。」にすると良いような気がするのですよね。正解かどう

かはわかりませんが。 

髙田係長～そうですか、貴重なご意見ありがとうございます。 

山本委員～前回計画のアンケートをあらためて読んだ時に、本の返却は公民館と

か違ったところでできるのがいいという回答がありますよね。図書館

ではなくて、公民館で返却とかそういうことはいいと思うのですよね。 

西森委員長～今のご意見については、検討はされたのでしょうか。 

髙田係長～検討はしたのですけれども、実現はしていないです。 

高橋館長～今のお話は、上浦幌公民館、厚内公民館、吉野公民館での本の返却と

いうことですよね。 

山本委員～確かに、買い物に来たついでに、本を返さなきゃと思ったときに公民

館に返せればいいや、図書館まで来なくても、こういうことは軽く受

け入れられると思うのですけれども。借りるのは図書館に来て借りる

けれども。 

高橋館長～巡回移動図書の時に本を回収することについては司書さんどう考えて

いますか。 

杉山司書～巡回移動図書は月一回やっていますけど、その間、公民館に返却され

た本を取りに行くシステムさえ、こちらのほうで公民館と連携を取れ

ればこれは十分可能ですし、はっきりできますとは言っていませんが、

実際に１～２件は図書館まで返却にこれないので公民館に返却して良

いですかと直接問い合わせが来たことがあって、そのときは良いです

よと対応したことがあるので、全く不可能ではありません。 

山本委員～できるだけそれは実現しましょう。 

円子委員～市街地の方は、図書館で借りた本を図書館に返すのが当たり前だが、

そうでない方は時間の問題もあり、公民館あたりまでであれば返しに
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行くのが良いかもしれないですね。 

山本委員～それこそ、保健福祉センターだって、子どもさんが集まるのだから、

保健福祉センターに来たついでに本を返すのだって、保健福祉センタ

ーの職員が、図書館に返しに行く方法もあるのではないかと思います。

返すことを考えたら図書館で本を借りにくいということもあるのでは

ないでしょうか。できれば、そういう柔軟な対応していただければい

いなと感じます。 

西森委員長～そうですね、そういう形ができさえすれば、図書館の利用も増える

のじゃないかと思うのですけれども。 

山本委員～借りるときは良いですけれども、あ、返さなければならないんだ。と

いう感じで一週間ぐらいすぐに過ぎてしまうのです。それと、本を借

りる人が少なくなったという話ですけれど、昔の本というのは、どう

しているのですか。昔、公民館に図書室がありましたよね。そこにあ

った図書室の本というのは、現在図書館には出ていないですよね。 

高橋館長～かなり古いのでないと思います。公民館図書室が図書館に移動すると

きに、どういった処理をしたのか、昔の話なのでわかりません。ある

とすれば、開架書庫にでているか、そのときに処分しているか… 

山本委員～私は、公民館図書室でよく借りて読んでいたものですから、昔のその

ときの本というのは、もしあるのであればちょっとそういった本のコ

ーナーなどを作って…知り合いの人が図書館に行っても読みたい本が

無くなってしまった。年齢的に何冊か借りてきて読むのですけれども

たまにこういうものもあるのです。ということがあると昔の本も読ん

でみたいという願望は多いかもしれませんよ。広報誌に載せるのも今

の様にじゃなくて、一つの事に関して、例えば図書館まつりであれば

こんなことをしてとかいうことを全面的に…ブックトークについても

そうですけれど、毎回同じ感じにしか見えないですね。ですから、来
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て頂く努力も必要だと思います。 

羽賀委員～ちょっと昔の本とかも良いかもしれませんよ、推理小説も昔は面白か

ったから。そのとき読んだ本って、私たちの子どものときの時代だけ

れども、これって今読む気はしないですよね。世代間の差みたいな… 

西森委員長～大人になったら、同じ本だけれども違うと感じられたり、絵本とか

でもね、あると思うのですよ。 

髙田係長～閉架書庫に所蔵があるんじゃないですか。 

杉山司書～そうですね、古い本は何冊か登録してあるので、閉架書庫に入ってい

るかもしれないですね。この本はありますかと尋ねられたら、我々も

出してくるのですけれど、わざわざそこまで聞きに来る方もあまりい

ないですね。 

髙田係長～例えばですね、本のリクエストではなくて、誰々の作品展をやって欲

しいとか、というリクエストを頂ければ、ひょっとしたら閉架書庫か

ら必要な本を出してきて展示する方法もあるかと思います。 

羽賀委員～例えば 80 年代とか 90 年代とかに流行ったベストセラーとかそういう

展示とかそういうコーナーを作ってみるのも面白いかと思います。大

人向けの展示としてですね。子どもさん方は図書館に来ているのに図

書館に行かないというのは私たちの年代の方が多いのですよ。今の推

理小説とかでは面白くなくて。 

髙田係長～貴重なご意見ありがとうございます。 

山本委員～自分がこれぐらいの年代でその本にはまっていて、その本を待ってい

ましたというのもいいと思う。何かがあったときには困るので貸し出

しは出来ないのかもしれないが、図書館において欲しいという本はあ

りますよ。だいたい 10 冊ぐらい。 

西森委員長～そういうことに対応する図書館のシステムとしては、こういったと

ころが不便ですといった意見とかあったりするかもしれないですよね。
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そういった意見を吸収する仕方がちょっとまだたりないのかもしれな

いですね。違ったことをやるということは大変かもしれないけれども、

今まで出来なかったとすれば、必要なことだと思います。ところで、

これは、いつこういうようになりましたというのはパブリックコメン

トを出したときに、私たちにいただけるのでしょうか。 

髙田係長～いま、皆さんからご意見いただいて、こちらで答弁させて頂いた内容

に、きちっと直したものを、再度文書化して、完全な形ですね、この冊

子（素案）に前回審議していただいたアンケートがついたものだと思

ってください。それで一冊の冊子になります。それを、パブリックコ

メントをする段階において皆さんにお送りいたします。今回の委員さ

ん全員にお送りします。それと同時にパブリックコメントも実施しま

す。ですから、委員の皆さんも今この会議でこういうふうに書かれて

いたけれどももう少しこうしたほうがいいのじゃないか、という意見

を、パブリックコメントの最中にですね気がついたところをチェック

して頂きたいのです。そして、パブリックコメントが出てくるか、ど

うかについては、先ほど委員長さんのご指摘のとおり、浦幌町でパブ

リックコメントを行なって、「意見がありませんでした。」というのが

結構多いのですよ。実際ふたを開けてみると。ですけども、実際にも

っとこういうふうに子どもたちのことを考えてあげるべきだよとか、

というような色々な意見がもし上がってくれば、それも審議にいれて、

そして皆さんにお示ししますので、その中で深めていって、そして最

終的なものを作っていきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

西森委員長～では、まだ自分の意見を言う機会はあるのですね。 

髙田係長～あります。先走って議案第２号のところまで話してしまいましたが。 

高橋館長～先ほど皆様から頂いた意見なのですが、この推進計画はあくまでも子
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どもの読書推進計画ではあるのですけれども、先ほど目指す将来像と

いう中では、先ほど委員長さんが少しおっしゃってた、「周りの大人の

人たちが」というお言葉があったと思うのですが、やはり大人の人た

ちがなるべく足を運んだりとか、色々な活動をして子どもたちに伝え

ていくとか、そういった活動が将来の目指す将来像になっていくのじ

ゃないかという感じがするのですよね。今おっしゃっていた、本を身

近なところで返せれば良いんじゃないかとか、利用しやすい図書館に

なった方がいいんじゃないかとか、そういうものは意見が出されて、

初めて子どもたちに伝えていけると思いますので、パブリックコメン

トも２週間後には行なう予定でいるのですけれども、その間で大人の

方々が、将来像としてこういうものがあったらいいよね、というもの

を特に言っていただければ、ここの３Ｐの目指す将来像が事務局サイ

ドでも見直しできると思いますので、ここで、将来像の下から３行目

ぐらいに、「子どもたちの成長を願う大勢の大人たちが」という記載が

ありますので、この辺りをもうちょっと言葉を並べていければ、もっ

と将来像が見えてくるのじゃないか、という感じがしますので、図書

館に来てもらうだとか、利用しやすい図書館だとか、その皆さんから

頂いた意見のほかにでもあればですね、出して頂ければ、多分大人の

人たちが、沢山図書館に来ている姿を見れば、中学生は下校時に見え

ますし、小学生も下校時に見ることが出来ますので、「ああ、大人の人

たちが入っているな」というようになれば、先ほどのアンケートで利

用者の貸し出し数が減っているよ、という部分も少しずつ解消してい

けるかなと思いますので、まだ、意見はありますので言って頂ければ、

目指す将来像が少しずつ見えてくるかもしれませんので、ちょっとこ

の辺の意見を頂ければと考えております。 

西森委員長～それでは、そういうことで、何か事務局からございますか。 
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髙田係長～只今、館長からお話しした話も含めてですね、形は少し変わるかもし

れませんが、パブリックコメントをこの後何日か後に実施したいと考

えております。その時には、きちっとした冊子にしてですね、各委員

さんにお配りいたします。そのときに、もっとこういう表現にした方

がいいのではないか、こういったものを盛り込んだ方がいいのじゃな

いか、というようなものをお話しいただきまして、最終案を…パブリ

ックコメントをですね、議案の１Ｐに記載しておりますが、１２月中

旬というのは、私の方では２０日からと考えております。１２月２０

日から年明けの１月１８日まで実施したいと考えております。そして、

第４回目の委員会を２月の第１週の水曜日に開催したいと考えており

ます。皆さんご都合とかはいかがでしょうか。２月６日（水）になりま

す。 

羽賀委員～残念ですが出席できません。 

髙田係長～そうですか、いいえ、意見がございましたら前もって出していただけ

ればいいと思っておりますので。 

高橋館長～是非出してください。 

髙田係長～ということで、議案第２号のほうと次回の日程についてご説明が終わ

りましたので、皆様のほうからご意見が無ければ進めていきたいと思

いますけど委員長さんいかがでしょうか。 

西森委員長～いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では第４回目の会議を決

定します。他に何かありませんか。ないようですね。本日はお疲れ様

でした。以上で第３回の委員会を終了します。 

 

 


