
３　あいさつ

４　自己紹介

５　役員の選出等
（１）会長の選出

７　閉　会

（２）職務代理の指名（会長より指名）

６　協議事項
（１）令和2年度事業報告について（確認）

（２）令和3年度運営方針・事業計画について（確認）

（３）その他

令和3年度 第１回飯山市図書館協議会 次第
　　 令和3年6月4日（金）15:30～

 飯山市公民館103会議室

１　開　　会

２　辞令交付



令和３年５月１日現在

協議会役職 氏　名 備   考

小山　 正博  学校教育（城南中学校）

中村　 香織  学校教育（飯山小学校ＰＴＡ）

前島 憲一郎  社会教育（社会教育委員）

堀崎　 典子  社会教育（おはなしバケット）

宮川　 友子  家庭教育（瑞穂保育園）

小澤　 洋子  学識経験者

川口　 岳治  学識経験者

西田 裕香子  学識経験者

滝澤　 陽子  学識経験者

（任期：令和５年４月３０日まで）

令和３年度　飯山市図書館協議会名簿



図書館管理運営事業 7,555 年間

1 運営関係

(1) 館内会議･司書会議

4/3～1/4 ・館内会議　６回開催

4/1～3/23 ・司書会議　９回開催

5/19～29 ・蔵書点検 不明資料10点

5/27 ・図書館職員製本講習（講師・市立図書館　関　政子司書）

(2) 飯山市図書館協議会

第１回　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面協議とし

各委員へ資料を送付

2/25 第２回 令和２年度事業報告・令和３年度事業計画ほか

(3) 長野県図書館協会飯水支部（支部長＝飯山図書館長）

7/14 ・ 飯水支部理事会・総会

令和元年度事業報告・令和２年度事業計画ほか

9/14 ・ 第43回長野県読書感想文コンクール飯水支部審査会

・飯水支部審査内容

　　応募校：小6校+中3校＝9校

　　応募数：小45編+中54編＝99編

・飯水支部審査結果

　　応募校：小6校+中3校＝9校

　　応募数：小20編+中6編＝26編（県コンクールへ）

・県協会審査結果

　　入賞者：金賞0編・銀賞6編・銅賞5編　計11編

10/17 ・ 第70回長野県図書館大会（於：安曇野市・サテライト会場）

WEB会議方式で開催

(4) 長野県図書館協会　関係

6/7 ・ 長野県公共図書館初任職員研修会（2名DVD視聴）　

5/22 ・ 公共図書館館長会議　(中止）

6/18 ・ 図書館協会定期総会（中止）　
8/1 ・

(5) 北信公共図書館連絡協議会　関係

6/13 ・ 館長庶務担当者会議（中止）

11/20 ・ 職員研修会（小布施町）1名参加

(6) 飯山市図書館司書連絡協議会　関係

6/1 ・ 第1回 高学年向けブックリスト修正

11/17 ・ 第2回 ビブリオバトル

2/9 ・ 第3回 ビブリオバトル、来年度の計画

年間 2 職場体験・キャリアアップ研修・図書館見学等の受入

(1) 職場体験

9/8 ・ 城南中学校2年生　4名

10/22・23 ・ 木島平中学校2年生　4名

7/31・8/4 (2) キャリアアップ研修（異業種体験研修）

・ 飯山養護学校教諭　1名

(3) 図書館見学等

7/3 ・ 東小3年生　　14名

7/22 ・ 秋津小3年生　22名

市立飯山図書館 令和２年度事業報告（市民学習支援課 図書館係）
（期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

事　業　の　名　称 事　業　費 実施期間 事　業　内　容　お　よ　び　効　果

図書館協議会委員報酬、消耗品、通信運搬費、委託料、使用料、
負担金、その他図書館運営全般にかかる経費

図書館職員ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修・読み聞かせ講座（中止）



市立飯山図書館 令和２年度事業報告（市民学習支援課 図書館係）
（期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

事　業　の　名　称 事　業　費 実施期間 事　業　内　容　お　よ　び　効　果

年間 3 委託事業

(1) 移動図書館車業務に伴う人材派遣委託

・ 派遣元 （公社）長野県シルバー人材センター連合会

・ 実施者 （公社）長野県シルバー人材センター連合会飯山地域事務所

・ 委託内容　 移動図書館車の運転、窓口（貸出・返却）業務

・ 運行日 水・金曜日　2週間で4コース、41ｽﾃｰｼｮﾝ巡回

・

・

年間 (2) 図書館管理システム、機器等の保守

長期契約 H28.7.7 契約

・ 契 約 先：アネックスインフォメーション㈱

・ 契約期間：H28.9.1～R3.8.31　長期継続契約（5年間）

・ 契約月額金額 87,615円

年間 4 図書館システムおよび管理、運営ソフトの賃貸に係る経費

(1) 図書館管理システム、機器等の賃貸借

長期契約 H28.7.7 契約

・ 契 約 先：アネックスインフォメーション㈱

・ 契約期間：H28.9.1～R3.8.31　長期継続契約（5年間）

・ 内容：ｻｰﾊﾞｰ3台、PC5台、利用者端末機2台、ｿﾌﾄｳｴｱ、他

　　　導入システム：富士通　iLiswing V3

・ 契約月額金額 円

年間 (2) 書籍データベース及び学習件名ファイル使用料

・ 契 約 先：㈱図書館流通センター

・ 契約期間：R2.4．1～R3.3.31

・ 契約金額（年額）264,000円

読書普及事業 4,644

1 おはなし会の開催

毎週 (1)

毎週 (2)

毎月 2

～3月

毎月 3 セカンドブック（出生祝い）

～1月

　小泉集落センターステーションが2018年7月から利用実績が

4/17～5/22 9回休止はコロナ感染拡大予防のため休止

87回巡回（年間96回予定）

巡回コースの見直しを実施

絵本とわらべうたの会（毎週木曜日　2F絵本室）

無いため巡回を休止し、利用希望が出ている小境地区に小境

北停留所ステーションを設けることとした。両区長及び車両

を停車する土地の所有者の了解を得たことから、令和3年4月

から改正することとした。

299,160

「読み聞かせ活動」に力点を置き、その推進を図るとともに、活
動に関わるボランティアの支援を行う。
 また、講座などを通じて子どもだけでなく、大人まで幅広く読
書活動に繋がる事業を行う。

おはなしひろば（第2を除く毎週日曜日　2F絵本室）

4月19日～6月28日はコロナ感染拡大予防のため休止

29回開催（年間38回開催予定）

延41組 90人、平均1.3組 3.1人参加

4月23日～6月25日はコロナ感染拡大予防のため休止

38回開催（年間46回予定）

延138組 280人、平均3.5組 7.3人参加

ブックスタート（毎月第2日曜日　3Fロビー）11回　5月中止

3月末現在、93人に渡し済み

4ヶ月健診　前月毎月第1水曜日に周知等

生後5か月児と保護者を図書館に招き、幼年期における絵本

の持つ役割の大切さを伝え、絵本を１冊ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしている。

3月末現在、114人に渡し済み

10ヶ月健診　保護者が選んだ希望の本を届ける。



市立飯山図書館 令和２年度事業報告（市民学習支援課 図書館係）
（期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

事　業　の　名　称 事　業　費 実施期間 事　業　内　容　お　よ　び　効　果

年4回 4 親と子の絵本講座

子どもの対象年齢別に１コース4回の講座を開催

・ 開催日10/8.15,22.29　参加延べ10組参加

・

年4回 5 保育園、子育て支援センターへ貸出

6 団体貸出

・

・ 学校、学級は各学校司書が年10回程度入れ替えしている。

7 出張講座等

随時 (1) 子育て支援センターへ（8/21.10/27.2/26）

随時 (2) 小学校・公民館等への出張講座

飯山地区公民館　老燃教室 (10/13）

随時 (3) 保育園等への出張読み聞かせ

1/20

随時 (4) 集落サロンへの出張講座

実績なし

(5) 夏休み体験教室（飯山市公民館）

中止

3/23 (6) 春休み体験教室（飯山市公民館）

「つくってあそぼう！ペットボトル空気砲」

8 子ども読書推進計画関係

・ 第２次子ども読書活動推進計画策定について、市報及び

市ホームページに掲載

年間 ・

9 テーマコーナーの設置

毎月

10 図書館まつりの開催　

10/3・4 (1) 図書館まつり（学びのエリア秋まつり）

・ 映画「おくりびと」DVD上映

・ あそびのひろば（おかしつり）

・ 本のビンゴ

・ 本のリサイクル市　1497冊新所有者へ　

年間 11 広報・公聴活動

(1)

(2) CATVでのPR、ホームーページ公開、防災無線での周知

(3) 「ひとことポスト」の設置（H23年度から実施）

6/2.7/1 (4) 図書館壁新聞「ゆきつばき」を掲示（コロナ対応等掲載）

年間 12 図書館資料（図書・AV資料）購入に要する費用

(1) 所蔵するための書籍類やDVD等の購入

(2) 書籍類の情報（データ）の購入

(3) 笹本正治寄贈図書受入整備

笹本氏書物受け取り（松本）

3/17 笹本文庫（城南中）へ本運搬・書架整理

全市立保育園等に絵本を180冊ずつ貸出(5、8、11、2月入替併せて
保護者向けに「ほいくえんのほんだな」を発行配布した。

内容：年齢にあわせた絵本との関わり方、読み聞かせの方法等

市内の官公署、学校、事業所、その他図書資料を利用する団体へ貸出

・子育てサークル「ドレミ」わらべ歌、読み聞かせ(1/20）　

参加者9名

『20分間テレビを消して読書』運動実施
（ポスター掲示、市報に掲載）

旬な話題、６館開催事業をテーマにして、それに合わせた資
料を集め、閲覧室入口前などに展示し利用促進を図る。

図書館ニュース発行（「広報飯山」生涯学習だより内）2ﾍﾟｰｼﾞ



市立飯山図書館 令和２年度事業報告（市民学習支援課 図書館係）
（期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

事　業　の　名　称 事　業　費 実施期間 事　業　内　容　お　よ　び　効　果

図書館環境整備事業 5,911 6/25 図書館トイレバリアフリー化等改修工事

～8/13

1,274 12/2 図書除菌機購入

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用）

移動図書館車整備事業 移動図書館車購入

（15,000）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用）

　図書館2階閲覧室に6冊の図書を除菌消臭出来る図書除菌機1台を

　図書館の2階及び3階の男子トイレ・女子トイレの段差解消と和

式便器から様式便器への取り替え、また、多目的トイレを含めた

すべての洋式便器のウォシュレット化、2階女子トイレと3階多目

トイレにおむつ交換台を設置した。

購入。

　現在運行している車両が老朽化しているため、現車と同じ1500

冊積載可能な移動図書館車を購入（R2.10.16契約）。

　新型コロナウイルス感染拡大等の影響により納期をR3.6.31に

変更。



市立飯山図書館

１　コロナ対策経過

（令和元年度３月中）

4月1日～

４月以前 ４月～ 備　　　　　　考

窓際閲覧席 22 11

新聞閲覧席 8 4

ＰＣ利用 2 1

DVD鑑賞 1 使用休止

学習室 42 21

多目的室 53 16

3階ロビー窓際 4 2

　3階長椅子 2 1

和室 使用休止

4月2日～４月１６日

4月12日 「ブックスタート」　(３階のロビーにて個々に説明、絵本の配布）

4月17日～5月31日

5月19日～5月31日

6月2日～

移動図書館車運行再開

7月1日～ 通常開館　　ＤＶＤ鑑賞・和室利用は使用休止

パソコン閲覧２台使用可能

8月13日 トイレバリアフリー化改修工事完了

10月3・4日 秋まつりの実施　リサイクル市・お菓子つり・本のビンゴ・ＤＶＤ上映

10月8・15・22・29日 親と子の絵本講座実施

10月27日 ＡＩ　体温測定機（災害時の避難所用）の設置

10月28日 連絡票記入中止

11月 トイレ洗面台自動水栓化

12月2日 図書除菌機導入（紫外線ランプ・消臭抗菌剤）

貸出業務・レファレンス業務・移動図書館車運行休止

令和２年度新型コロナウイルス感染症予防対応について

「おはなしひろば」「絵本とわらべの会」「ブックスタート」「春休み体験教室」中止

閲覧室・学習室・多目的室等座席数を大幅に減らし開館

「おはなしひろば」「絵本とわらべうたの会」再開

臨時休館

「おはなしひろば」「絵本とわらべうたの会」再開

他館からの相互貸借は受け付ける

個人の貸出は予約資料のみ　団体貸出可（小中学校、保育園・デイサービス
等）

「おはなしひろば」「絵本とわらべうたの会」「ブックスタート」を中止

上記期間内に蔵書点検を実施　(変更前：5/26～6/4）

開館　　来館者へ連絡票の記入・体温測定依頼

「ブックスタート」再開（以降、３階ロビーにて実施）



２　日常の感染予防対策

・手指消毒　 アルコール製剤ＮＶ（サラヤ）使用　館内６か所常時設置

　１階　階段上り口・エレベーター入口　

3階　ロビー

・体温測定　 ＡＩ　顔認証カメラにより２階入り口にて測定

・カウンター前 ビニール仕切り板の設置

・館内の消毒 給食用アルコール（サラヤ）使用 　朝・昼２回実施

　（トイレ含む）

・資料の消毒 返却資料は、給食用アルコール（サラヤ）あるいは図書館仕様除菌洗浄液

（キハラ）で表紙の拭取り、可能な限り除菌機に入れる。

貸出時には利用者へ図書除菌機の使用を促す。

・換気対策 各部屋・廊下、常時窓を開けて換気（冬期間も数か所少し開けている）

　　

３　中止となった会議・講習会等

5月22日 長野県公共図書館館長会議・第1回図書館協議会

6月7日 長野県公共図書館初任者研修会（講義ＤＶＤ視聴２名）

６月 図書館協会定期総会

北信公共図書館連絡協議会館長庶務担当者会議

４　中止としたイベント

4月17日～6月中 「おはなしひろば」「絵本とわらべうたの会」

4月26日 特別版子ども読書の日

5月10日 「ブックスタート」

８月 夏まつり

１１月 リサイクル市ラストセール

12月 クリスマスおはなし会

　2階　入口・パソコン横・事務室　　　

　机・いす・手すり等へ直接散布、ペーパータオルにて拭取り



事業項目 事　　業　　内　　容
・  資料収集、貸出、レファレンス、リクエスト対応など基本サービスの継続。

・ 地域に根付いた生涯学習の情報発信地として、「飯山らしい社会教育」の拠点の一つを担う施設と
し て、郷土資料の充実・活用、レファレンスサービス強化を図る。

・ 移動図書館の巡回。水、金曜日に1コースずつ巡回、4コースを2週間かけ市内一巡。
ステーション41か所。年間96回巡行予定　市内全域への公平なサービス提供に努める。

・利用者へのサービスや資料管理、事務処理等を迅速・正確に行うための図書館ｼｽﾃﾑの運用。
（課題：ふるさと館との書誌情報の共有と郷土資料収集協力。郷土資料のデジタルアーカイブの研
究。学びのエリアの一体的活用による利用者増を目指す。ﾃｰﾏｺｰﾅｰを随時企画。）

・ 新規図書を購入し、市民の読書活動普及に寄与する。

・ 子ども読書活動推進計画に基づく事業として既存の施策を充実させ、読書の日等の啓発を図る。

①  「絵本とわらべうたの会」の開催（年間46回開催予定）

・毎週木曜日実施にわらべうたを中心にした親子対象のおはなし会を行う。

②  「おはなしひろば」の開催（年間37回開催予定）

・毎週日曜日（毎月第2を除く）に絵本の読み聞かせ、手遊びなどのおはなし会を行う。

③  「ブックスタート」の会の開催（ファーストブック事業。年間12回開催予定）

・生後5か月児と保護者を毎月第2日曜日に図書館に招き、絵本やわらべうたについてのお話と
  絵本のプレゼントを行う。※午前10時30分スタート

④  「親と子の絵本講座」の開催（10月中に計4回開催予定）

・子どもと保護者を対象に、司書による読み聞かせの実演と本の選び方などの講義を行う。

⑤  「保育園貸出」の実施

・心を育てる幼児期の読書推進を目的に保育園に180冊の貸出を行い、年4回入替を行う。

⑥  「春・夏休み体験教室」の開催

　・公民館事業に協力。夏まつり事業として実施。

⑦  「図書館まつり」の開催（10月2日･3日開催学びのエリア秋まつり共同開催）

・関係施設・団体・利用者との連携を図りながら開催。図書館利用のきっかけ作りにしたい。

⑧  ボランティアの支援及び育成

・学校等で読み聞かせボランティアをしている個人・団体を対象とした講座開催、サポーターリスト
の作成、配布など。

⑨  出張講座、講演の対応

・保護者、保育士向け読書活動普及の講演や集落サロンなどへの出張講座を行う。

⑩  テーマコーナーの実施（年間10回予定）

・時宜を得たテーマで本を集め、特集を組み、利用促進を図る。（閲覧室入口スペース）

⑪  長野県図書館協会飯水支部　事務局

・飯水の学校図書館を含めた広域図書館行政の連携。図書館大会参加、読書感想文コンクールの審
査、感想文集や研究紀要の発行などを行う。

⑫  広報・広聴活動　　市報（図書館ニュース）12回発行、iネットで広報。

⑬  ４月23日の「子ども読書の日」に合わせ催しの開催

⑭  毎月第３日曜日の「家庭の日」に合わせ「親子読書の日」として20分間の「テレビを消して
　親子読書」運動の推進。

⑮  出生祝い品として絵本（セカンドブック事業）を1冊贈呈する。

⑯  その他　・寄贈本の整理。引き続き笹本文庫の資料整備。

（課題：ソフト面での充実、一般大人（社会人）の利用増を図るため広報・啓発の充実）

(繰越明許費)
移動図書館車
整備事業

令和3年6月下旬に納車を予定している。
　新移動図書館車の出発式については、7月16日に市長、教育長、市議会総務文教委員長、図書館協
議会長、移動図書館車のデザイン画採用者等に出席をお願いし、略式の安全祈願、市長他のあいさ
つ、テープカット等を予定している。

令和３年度事業計画　市立飯山図書館（市民学習支援課図書館係）

図書館管理
運営事業

読書普及事業

環境整備事業 図書館のエレベータは対応年数が超過していることから、エレベータの更新工事を専門業者に依頼し
て行う。



585,000円
新聞7紙 222,632円

326,000円

新刊情報雑誌（全点案内） 36,300円

計 584,932円

【予算配分】備品購入（図書購入費）の配分 (千円）

種別

1 一般図書（選書） 860 (22.1%) 881 (23.0%) 860 (22.3%)

2 児童図書（選書） 875 (22.5%) 874 (22.8%) 875 (22.6%)

3 一般（TRCベル） 779 (20.1%) 762 (19.9%) 790 (20.4%)

4 リクエスト 200 (5.2%) 204 (5.3%) 200 (5.2%)

5 年鑑・逐次 304 (7.8%) 241 (6.3%) 260 (6.7%)

6 参考図書（選書） 250 (6.4%) 225 (5.9%) 250 (6.5%)

7 参考（TRCベル） 229 (5.9%) 227 (5.9%) 235 (6.1%)

8 大活字本 265 (6.8%) 262 (6.8%) 280 (7.2%)

9 紙芝居 20 (0.5%) 21 (0.5%) 20 (0.5%)

10 カセット・ＣＤブック 25 (0.6%) 37 (1.0%) 25 (0.6%)

11 ビデオ・ＤＶＤソフト 25 (0.6%) 48 (1.3%) 30 (0.8%)

12 予備費 51 (1.3%) 51 (1.3%) 39 (1.0%)

合計 3,883 (100.0%) 3,833 (100.0%) 3,864 (100.0%)

【TRC関係】
一般貸出用図書ベル合計

参考図書ベル合計
ベル総計 (税抜）

A 日本文芸 （H有） HA 日本文芸 約210冊 約345,000円
B 日本文芸 （H有） HB 日本文芸 約120冊 約195,000円
C 外国文芸 （H有）
D すまいと住宅
E 芸術・ｽﾎﾟｰﾂ
F サイエンス
I 歴史と紀行
L ライブラリアン
M 健康と家庭の医学
N 日本の文化
O くらしの法律
P くらしの実用書 （H有）
Q 教育と福祉
R レファレンス （H有） HR レファレンス 約20冊 約210,000円
S 現代社会 （H有） HS 現代社会 約45冊 約85,000円
T テクノロジー
W ビジネス 約90,000円
U 世界の文化
K 児童読み物 （H有）
J 児童ノンフィクション （H有）
Y ヤングアダルト （H有）

計 約395冊 約925,000円

令和３年度 図書購入計画(案)
市民学習支援課図書館係　R3.4.1作成

04読書普及事業 備品購入費（図書購入費） 03管理運営事業　需用費（資料費）
<予算額> 3,864,000円 <予算額>

(参考：R2予算3,851,000円）
17,886円×12か月+8000円＝

雑誌(別紙雑誌購入計画案参照)

下記予算配分のとおり

R2予算配分 R2最終見込 R3予算配分 備考（TRCベル等）

図書館備品も想定

内50,000保育園貸出分

HA,HB,W,HS

内50,000ﾘｸｴｽﾄ(相互分)

TRC新継続含む

郷土

HR

715,000円 HA.HB.W.HS ・新継続（逐次等でTRCから入るもの）
210,000円 HR ・ストックブックスは随時購入

・ベルは税込みで購入計画を立てる（H29～）
（税込1,017,500円）

TRCベルｼｽﾃﾑ　年間送品予定一覧（本体価格で表示、Hはハーフコース）
ベル一覧（全体） 当館購入予定（A.B.C.R.Sはﾊｰﾌｺｰｽ）

約135,000円
約115,000円
約70,000円
約90,000円

925,000円

約630,000円
約390,000円
約250,000円
約70,000円

約125,000円

約110,000円

約4,110,000円 計

約180,000円
約100,000円
約460,000円
約165,000円
約75,000円
約90,000円 W ビジネス
約75,000円

約460,000円
約270,000円
約190,000円

約60,000円



　（趣旨）
第１条

　（設置）
第２条　法第14条に規定する機関として飯山市図書館協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

　（組織）
第３条　委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(１)　学校教育の関係者
(２)　社会教育の関係者
(３)　家庭教育の向上に資する活動を行う者
(４)　学識経験者
(５)　公募による市民
(６)　前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

（定数）
第４条　協議会の委員の定数は、18人以内とする。

（任期）
第５条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）
第６条　協議会に会長を置き、委員が互選する。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

（会議）
第７条　協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３　協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（補則）
第８条　この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。

飯山市図書館協議会条例
昭和39年４月１日　条例第48号

改正　平成24年３月23日条例第４号

この条例は、図書館法（昭和25年法律第118号。以下「法」という。）第16条の規定によ
り、図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数、任期その他図書館協議会につい
て必要な事項を定めるものとする。

２　この条例施行の際、市立飯山図書館条例の一部を改正する条例（昭和39年飯山市条例
第20号）の改正前の条例（以下「改正前の条例」という。）の規定に基づいて任命又は選
任された委員又は会長は、この条例の規定により任命又は選任されたものとみなし、その
任期は、改正前の条例の規定に基づいて任命又は選任されたときから通算する。



　　　附　則（平成24年３月23日条例第４号）
（施行期日）
１　この条例は、平成24年４月１日から施行する。
（飯山市図書館協議会条例の一部改正に伴う経過措置）

（飯山市公民館運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置）

（飯山市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置）

２　この条例の施行の日に、第１条の規定による改正前の飯山市図書館協議会条例（以下
この項において「改正前の協議会条例」という。）の規定に基づき飯山市図書館協議会の
委員として任命されている者は、この条例による改正後の飯山市図書館協議会条例の規定
に基づいて任命されたものとみなし、その任期は、改正前の協議会条例の規定に基づいて

３　この条例の施行の日に、第２条の規定による改正前の飯山市公民館審議会条例（以下
この項において「改正前の審議会条例」という。）の規定に基づき飯山市公民館運営審議
会の委員として委嘱されている者は、この条例による改正後の飯山市公民館運営審議会条
例の規定に基づき委嘱されたものとみなし、その任期は、改正前の審議会条例の規定に基

４　この条例の施行の日に、第３条の規定による改正前の飯山市営住宅条例の規定に基づ
き市営住宅に入居している者は、この条例による改正後の飯山市営住宅条例の規定に基づ
き入居の資格を有する者とみなす。

［参考］ 

図書館法 

（図書館協議会） 

 第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書
館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条  図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委

員会が任命する。 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項につ

いては、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 


