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様式第１号（第５条関係） 

 

会議録概要 

会議の名称 平成３０年度第２回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成３０年１０月１２日（金） 

開始・終了時刻 午前１０時００分から午前１１時４０分 

開催場所 久喜市立中央図書館 視聴覚室 

議長氏名 塩崎 勲（会長） 

出席委員（者）氏名 塩崎 勲・髙橋和治・早瀬かおり・松本秀樹・横内美沙代・塚越 要・ 

玉置政美・沖沢香織・成塚義男・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名  

説明者の職氏名 堀内中央図書館長・杉田中央図書館管理係長・関中央図書館奉仕係長 

事務局職員の職氏名 川島教育副部長・堀内中央図書館長・関根菖蒲図書館長 

瀧澤鷲宮図書館長・杉田中央図書館管理係長・関中央図書館奉仕係長 

長谷川栗橋文化会館図書室担当主査・石井中央図書館管理係主任 

会議次第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）平成２９年度事業報告について 

（２）平成３０年度事業概要について 

（３）その他 

４ 閉会 

配布資料 平成３０年度第２回久喜市立図書館協議会次第 

平成３０年度図書館要覧（写） 

平成３０年度図書館事業（写） 

会議の公開又は非公開 公開 

傍聴人数 ０人 
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様式第２号（第５条関係） 

 

発言者 会議のてん末・概要 

司会（関根館長） 皆さんこんにちは。私は、本日の司会を務めさせていただきます、菖蒲図書 

館長の関根と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

本日はお忙しい中、久喜市立図書館協議会にご出席いただきましてありがと

うございます。ただいまから、久喜市立図書館協議会の委嘱式を執り行います。 

柿沼教育長から、委員の皆様に委嘱書を交付させていただきます。お手元に

配付させていただきました図書館資料のなかにあります名簿順に交付させて

いただきますので、お名前を呼ばれた方は、大変申し訳ございませんが、その

場にてご起立ください。 

 柿沼教育長より、一人ずつ委嘱書の交付 

司会（関根館長） 

 

ありがとうございました。ここで、柿沼教育長からごあいさつを申し上げま

す。 

教育長 あいさつ 

司会（関根館長） 

 

 

続きまして、「委員及び事務局職員」の紹介に移らせていただきます。 

本日は、委嘱後初めての会議でございますので、恐縮ではございますが、委

員の皆様には自己紹介をお願いしたいと存じます。早瀬委員さんから時計回り

順でご紹介の方、よろしくお願いいたします。 

 （委員各自自己紹介） 

司会（関根館長） 

 

 

 委員の皆様、ありがとうございました。続きまして、事務局の職員を紹介し

たいと思います。自己紹介という形でご紹介したいと存じます。なお、渋谷教

育部長は公務のため欠席となりましたので、川島教育副部長よりお願いしま

す。 

 （職員各自自己紹介） 

司会（関根館長） 

 

 

皆様、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

ここで、委嘱後初めての会議ですので、正副会長の選出を行います。慣例に 

よりまして、正副会長が選出されるまで柿沼教育長に議長になっていただき議

事進行をお願いしたいと思います。柿沼教育長、よろしくお願いいたします。 

議長（教育長） 

 

それでは、会長、副会長を選出するまでの間、私の方で議事を進めさせてい 

ただきます。ご協力よろしくお願いいたします。 

次第（１）の「正副会長の選出」を議題とします。久喜市立図書館協議会運 

営規則第２条の規定によりまして、会長及び副会長をそれぞれ 1人置くことと

なっております。委員の皆様の互選によってこれを定めることになっておりま

すが、会長及び副会長の選出につきまして、どなたか立候補、あるいはご推薦、

あるいは選出方法などにつきまして、ご意見がありましたらお願いをいたしま
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す。 

 はじめに、会長の選出についてご意見をいただきたいと思いますが、よろし

くお願いします。 

柴崎委員 よろしいですか。 

議長（教育長） はい、柴崎委員。 

柴崎委員 

 

柴崎ですが、昨年まだ 1年しか経験してないのですが、隣の塩崎様が昨年度

会長ということで、司会を中心になさっていただきまして、非常に良い雰囲気

の中で 1年間過ごせたものですから、もしお引き受けいただけるならば、塩崎

様にお願いできればというふうに考えております。 

議長（教育長） ただいま、柴崎委員さんからご推薦いただきました。会長に塩崎委員という

ことでご推薦をいただきましたが、皆様、いかがでしょうか。 

 （委員一同拍手） 

議長（教育長） 

 

皆様の拍手をいただきましたので、塩崎委員さんに会長をお願いをいたしま 

す。よろしくお願いいたします。 

続きまして、副会長につきまして、立候補あるいは、ご推薦いただきたいと 

思いますが、いかがでしょうか。 

塚越委員 はい。 

議長（教育長） はい、塚越委員。 

塚越委員 副会長の方に、県立久喜図書館長の館長さんでいらっしゃいます髙橋委員さ 

んを推薦したいと思います。館長というお立場で広い視野をお持ちのことと思

いますし、それを生かして会長さんを補佐して会を運営をしていただけること

と思いますので、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（教育長）  ただいま、塚越委員さんから、髙橋委員さんに副会長をというご推薦をいた 

だきました。皆様いかがでしょうか。 

 （委員一同拍手） 

議長（教育長） 

 

ありがとうございます。それでは、副会長に髙橋委員さんをお願いしたいと 

いうことでよろしくお願いしたいと思います。 

議長（教育長） 皆様方のご協力をいただきまして、スムーズに会長さん、副会長さんの選任 

をさせていただきました。それではここで議長の職を解かせていただきたいと

思います。 

司会（関根館長） ありがとうございました。 

ここで、休憩とさせていただきます。10 時 30 分から再開させていただきた

いと思います。 
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発言者 会議のてん末・概要 

司会（関根館長） ただいまから、会議に入らせていただきます。開会に先立ちまして、現在の

出席委員につきまして、ご報告いたします。委員 10名中、出席委員 10名でご

ざいます。この人数は、久喜市立図書館協議会運営規則第 3条第 2項に規定す

る定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。 

次に、議事に入る前に、配布させていただきました資料の確認をさせていた

だきます。 

１点目は、「平成３０年度第２回久喜市立図書館協議会次第」 

２点目は、「資料１ 平成３０年度図書館要覧」 

３点目は、「資料２ 平成３０年度図書館事業」 

でございます。 

不足の資料はございませんでしょうか。ある場合は、お申し出いただきたい

と存じます。 

本会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第 3条の規定に基づき、

原則公開としております。 

また、同条例第 9 条及び第 10 条の規定に基づき、会議録を作成して一般の

閲覧に供するため、本日の会議の内容は録音させていただきますので、ご了解

をお願いいたします。 

それでは、早速、会議に入らせていただきます。 

議事の進行につきましては、久喜市立図書館協議会運営規則第 3条第 1項の

規定により、会長が議長になることになっておりますので、この後のことは、

塩崎委員さんにお願いいたします。 

議長（会長） あいさつ 

議長（会長） それでは、早速会議に入らせていただきます。今日は、議事の進行を務めさ

せていただきますけど、その前に今回の会議録の署名委員は、早瀬委員さんと

松本委員さんにお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、早速ですけど、議事に入らせていただきます。 

議事(2)「平成 29年度事業報告について」です。議題といたします。29年度

の総括でございます。初めての方もいらっしゃると思いますけど、よくお聞き

いただいて、また、質問がございましたらお願い申し上げる次第です。それで

は事務局よりお願いいたします。 

事務局（杉田） －平成３０年度図書館要覧に基づき説明－ 

議長（会長） ありがとうございました。ただいまひととおり説明がございました。速いか

ら理解できましたか。ご承知の方もいらっしゃると思いますけど、最初の１ペ
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ージ、重要施策ということでお手元にもありますけど、図書館においては、こ

の図書館サービス基本計画、子ども読書活動の推進計画、このへんを審議して

きてもらっています。これを製本してきちっとしたのが、これは 28 年度    

までのものなのですけど、これがこういう形で出来上がっているものです。そ

れから同じく図書館サービス基本計画です。今日のはコピーですけど、きちっ

と製本されたのは、このようになっています。これまで重点施策として、協議

会では協議してもらう場面が多いです。 

それと、順番に見ていってもらって、14ページ自主事業のことなどは、当然

のことながらそれぞれ取り組んでいただいているわけですけど、委員の方にも

こういうのがいいなと思ったらどしどし進言してもらって、15ページの文学散

歩は、先ほど説明がありましたけど、これは私が若いときに一応進言しまして、

これが事業化したという経緯でございますので、どしどしやってもらえばと思

います。 

それから次のページで、読書通帳の説明がございました。読書通帳は、また

これ評判が良いのです。こういう形でご案内かと思いますけど、ご存知ですか。

このような形で読書通帳は出されています。これは 120冊読んだら満額という

のかと思います。これは、各館でそれぞれ思考をこらして作ってあります。 

それから、16ページの学校訪問ブックトーク、これはこの中央図書館の得意

とする分野でございます。残念ながら人数も限られますし、子どもの数も多い

ですから、行けば相当良いのですけど、つまり、本をあらかじめインプットし

ておいた職員の方が、学校へ行ってあらすじを全部説明してあげて、その本の

面白さ、興味を引くような話題の提供をするということで、非常に好感を持た

れております。最高の実績を上げておるようでございます。 

ひととおり今、事務局のほうから説明がございました。改めてここの利用状

況であるとか、資料であるとか、予算等々がここに網羅されておりますので、

ご質問をお受けいたします。どうぞ挙手願います。質問をお受けいたします。 

はい、横内さん。 

横内委員 15 ページの真ん中あたりのブックリサイクルとその下のブックリサイクル

（開館中）というのがございますが、そちらの違いをよろしくお願いします。 

議長（会長） はい、どうぞ、関さん、お願いします。 

事務局（関） ご説明いたします。29年度実施からなのですけども、ブックリサイクルとい

う上の段の方は、2 月の土曜日に、この視聴覚室を会場として、一日 9 時から

3 時まで、その年に除籍した資料を並べて、市民の皆さんに持って帰っていっ

ていただくというような市民の皆さんに提供するというような事業で、これは

例年やっておりました。 

その下の段のブックリサイクル（開館中）というのは、その 2月のブックリ
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サイクルの日に余ってしまった物がやはりございまして、それにつきまして、

3月の最初から年度をまたいで 30年度の 8月の中頃まで、図書館の入口のとこ

ろ、今日お入りいただいた自動ドアの間のところに、そちらにある白いブック

トラックより少し大きいもので、3 段になっているものに、残った除籍した本

を少しずつ載せまして、引き続き来館された市民の皆さんにお持ち帰りいただ

いたというのが、ブックリサイクル（開館中）ということになります。それで、

29年度の事業ということですので、この日数というのは、3月に行っていた日

数が 25 日間で、その間に合計で 1,089 冊お持ち帰りいただいたということに

なります。平成 30 年度 4 月以降も 8 月中頃まで継続しておりましたので、そ

の実績については、来年度になってから、30年度の事業報告の中に揚げること

になるかと思います。 

横内委員 わかりました。 

議長（会長） よろしいですか。ほかにございますか。はい、どうぞ。 

塚越委員 利用状況のところで、先ほどのご説明の部分しか注目していないので、全体

的なところが見えてないかもしれませんが、栗橋の図書室だけ、入館者数と貸

出点数が増えていると思うのです。後は、増えたり減ったりだというところだ

と思うのですが。栗橋の図書室が増えた理由のようなものがわかれば教えてい

ただきたいのですが。 

議長（会長）  栗橋が、43,000 人から 45,000 人になっていますね。栗橋の館長、よろしく

お願いします。 

事務局（長谷川） 栗橋文化会館図書室の長谷川です。実は、前回もその質問がありまして、調

査してくるということで、いろいろ調べてきました。 

イリスという建物の中に栗橋文化会館図書室がございます。そのイリスのほ

うの入館者数が実は増えておりまして、人数にしまして 15,502 人の入館者数

の増加がございました。同じ建物内にございますので、それに連動してちょっ

と図書室に寄っていこうとする方の増加が考えられます。 

イリスの方の入館者数が増えた理由のひとつとして、鷲宮に「おおとり」と

いう施設がございまして、去年改修中だったとのことで、そちらの方からお客

さんが流れて来たために大勢利用していただいたということがございます。以

上です。 

議長（会長） ありがとうございます。よろしいですか。 

塚越委員 はい、結構でございます。 

議長（会長）  イリス効果ですね。昨今指定管理の所は、わりと併設館が多いのですけど、

そういったことで、図書館の入館者というのも出てくるかもしれませんね。 

ほかにございますか。はい、どうぞ。 

松本委員  人的なことでお尋ねしたいのですけども、いわゆる職員人数ですけれど、図
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書館人数がありまして、5 ページになりますが、職員数のうち、司書の方の割

合が 36.8 パーセントとなっておりますが、その辺のところ、近隣市町と比べ

て、久喜市の職員に対する司書の割合というのは多いのか、少ないのか。 

指定管理者制度が導入になった場合に、具体的に、これから先の話ですけど

も、司書の割合をどの程度考えて採用するのかわかりませんけれど、割合とい

うのはどの程度考えているのでしょうか。できれば多いに越したことはないと

思っております。そのところも、もしわかりましたら教えていただければと思

います。 

議長（会長）  組織の 5ページですね。司書さんが減ったものですよね。多少職員数は増え

ているのでしょうか。 

はい、どうぞ、お願いします。 

事務局（堀内）  全体に係ることですので、私のほうから説明させていただきます。 

まず、近隣の図書館の司書の割合ということなのですけど、これも、直営か、

指定管理者かによって結構違ってくるということです。特に久喜市の近隣は、

指定管理者を導入している所が結構多くございますので、そこはもう最低でも

50 パーセント以上はいっている、多いところですと 70 パーセント以上はいっ

ているところもあります。徐々に上がってくるのです。中で研修制をするとこ

ろもございます。 

それから、今回指定管理者の方では、お手元のほうに仕様書をお配りさせて

いただきました。仕様書の 26 ページ、一番厚い資料、それの一番下の方に書

いてある④というところで、「指定管理者は、館ごとに、当該館の従事者全体

数のうち 60%以上は司書又は司書補の資格を有する者を雇用し」ということで

要求水準を記させていただきました。これは、昨年度までの委員さんはご存知

かと思いますが、いろいろ議論の中では 50 パーセントというところでずっと

議論をしてまいりました。その後 6月議会での議会の状況、あるいは前回の第

1 回図書館協議会でのお話などを参考にしながら、松本委員さんがおっしゃっ

たように、できるだけ多い方がいいということで、ここまで上げさせていただ

いたということでございます。 

議長（会長） よろしいですか。 

松本委員  はい、了解です。原則ということなので、必要最低条件が 60 パーセントで

すね。はい、了解です。ありがとうございました。 

議長（会長） ありがとうございました。はい、どうぞ。成塚さん。  

成塚委員  蔵書冊数が、多少なりとも増えているのですけども。 

議長（会長） 何ページですか。 

成塚委員 8 ページと 9 ページです。蔵書冊数が、多少なりとも増えていますが、貸出

冊数が減っている。何か原因があるのかというのと、もうひとつ、近隣市町村
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の図書館の状況と比べて他の図書館は全て減っているのかどうか、その辺がわ

かればお願いしたいと思います。 

議長（会長）  はい、館長、お願いします。 

事務局（堀内）  まず、蔵書冊数につきましては、毎年予算を確保して、久喜市では増加して

いる傾向がございます。これは、県内の他市と比較してもそれほど悪い数値で

はないという状況でございます。それから、貸出冊数につきましても、減って

いるということがございましたが、図書館要覧の 11 ページ、12 ページをご覧

いただきまして、先ほど事務局の説明ですと、入館者数ということで、減って

いますとお話したのですが、貸出冊数の方では、どこのところでも実は増えて

おります。また、貸出点数も、鷲宮以外は全部増えておりまして、全体的には、

増えているという傾向でございます。 

ただ、今年の埼玉県の公共図書館の記録などを拝見しますと、どの自治体も

全体的には利用者が、先ほど会長のごあいさつにもありましたが、減ってきて

いる、予算も減ってきているというような状況の中で、久喜市ではがんばって

いるというような状況かというように判断しておるところでございます。 

議長（会長） 成塚さん、いいですか。 

成塚委員 はい。 

議長（会長） ありがとうございます。ほかにございますか。遠慮なくどうぞ。 

初めての方もいらっしゃると思いますので、わからないことを聞いてくださ

い。 

はい、どうぞ。 

髙橋委員 ひとつだけお願いします。市内に大きく 4つの図書館がございますが、各地

域ごとの特色ですとか、入館者の利用世代の、ここの年代がとりわけ多いです

とか、あるいは貸出の種別で、この図書館ではこんな貸出ジャンルといいます

か、こういった分野のものが多く利用されているとか、何か地域特性みたいな

ものはあるのでしょうか。 

議長（会長） 館長、お願いします。 

事務局（堀内） 

 

全体については、私の方から、細かい話になりますと、各館の職員の方で説

明させていただきますが、先ほどの仕様書にまた戻っていただきまして、15ペ

ージをお開きいただければと思います。15 ページの（2）一番上のところ、図

書資料収集方針ということで指定管理者に示させていただきました。指定管理

者には、全体としてやはりきちんとした選書あるいは最低額までの冊数という

のですか、お金を投入して常に新着図書を入れていって欲しいと要望しており

ますが、その中で各館の、ちょっとした特色をイメージしながら、各館それだ

けをやるということではなく、なんとなくそこにもちょっと色を付けてという

ようなことを、実は入れさせていただきました。 
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中央図書館では、青少年の読書活動の推進につながる資料ということで、こ

れは現在職員が選書する際に、YA図書であるとか、中高校生を対象とした本を

少しずつ、その辺も視野に入れながら選書しているところです。 

それから、菖蒲図書館につきましては、農業、園芸等に関する資料というの

が、比較的利用者のニーズが高いということで、この辺も選書の際に担当者が

少し意識している部分でございます。 

それから、栗橋文化会館図書室につきましては、東武の鉄道基地がありまし

て、毎年フェスタが行われたりして、鉄道マニアの方がいらっしゃるというこ

とで、鉄道に関する資料について、栗橋に関係しそうなもの、あるいは、ニー

ズのありそうなものについては意を留めて選書しているところでございます。 

最後、鷲宮図書館につきましては、ご存知のとおり鷲宮神社というすごく大

きな大社がございます。そこを目的に毎年多くの参詣者がいらっしゃるという

こともありますので、社寺仏閣、歴史、遺跡に関する資料で、関係しそうなも

のについて、意を留めて選書をしているところでございます。 

あとは、具体的には、菖蒲図書館や栗橋文化会館図書室が文化会館と併設し

ているという特徴であったり、鷲宮図書館が郷土資料館と併設しているという

ような、そういう特色を生かしながら運営をしているというところでございま

す。 

髙橋委員 はい、ありがとうございます。 

議長（会長） よろしいですか。 

髙橋委員  はい。 

議長（会長） 特別何かありますか、館長さん、それぞれの。ほかに。私のところはこうい

う特徴があるよ、というような。 

事務局（関） 中央図書館の状況を申し上げます。併せて平成 28 年度に久喜市立図書館利

用者アンケートというのを実施しておりまして、その結果を踏まえた形でお伝

えしたいと思います。 

まず、アンケートについては、28年度の 5月 24日から 6月 7日までに、一

般の中学生以上の来館者を対象に行いまして、調査方式としては、来館された

方にアンケート用紙を配布する形で行いました。回収数は、4館で行いまして、

合計 1,152枚回収しています。その結果なのですけれども、アンケートをして

くださった方の年代としては、4館とも 60代の方が一番多いという結果になっ

ております。4館合わせた数としては、その次に多いのが 40代の方、その次が

70 代の方、その次が 30 代の方というのが順番になっております。中央図書館

だけみたところでも、一番多いのは 60代の方でした。続いて多いのが 40代の

方になっております。 

中央図書館の特色を申し上げますと、皆さん今日来ていただいているのでお
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分かりかと思うのですけど、住宅地の中にございまして、アンケートの結果に

も表われているとおり、高齢の方、シニア世代の方の利用が多いというふうに

感じとれます。住宅地にあるということによりまして、徒歩でいらっしゃる、

土日などについては、ご家族でいらっしゃって、たくさん本を借りていただく

という方も見受けられています。 

中央図書館につきましては、以上でございます。 

議長（会長） はい、ありがとうございます。鷲宮さん、栗橋さん、何か私のところではこ

ういう特徴でやっているとかありましたら。別になければ。ありますか。いい

ですか。はい、どうぞ、鷲宮さん。 

事務局（瀧澤） 鷲宮図書館です。今、館長のおっしゃった寺社仏閣ということで、鷲宮神社

で「らきすた」の聖地というところでございまして、聖地ということでいろい

ろあるものですから、それらを集めたコーナーを設けて展示しています。 

また、それとちょっと違うのですけどお子さんには、たくさん図鑑があるの

ですけども、大人向けの図鑑というのも、これもコーナーにしてやっておりま

す。 

それと、中学生さんにお願いしまして、中学生が選書したものが読みたいと

いうのだというコーナーを設けて、展示をしています。 

いらっしゃる方はだいたい高齢の方で、あとはお子様連れのお母さんたちが

大半を占めるような形です。以上です。 

議長（会長） 「らきすた」は、まだ相変わらず盛況なのですか。 

事務局（瀧澤） 

 

 そうですね。年末年始は全国から押しかけますし、今年は、「土師祭」が取

りやめになってしまったのですけども、開催されれば、全国からいらっしゃい

ます。盛り上がりが相変わらず衰えないので、大変うれしい事だなと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

議長（会長）  がんばってください。ありがとうございました。自主事業の欄に出ています

ように、それぞれの館がやっぱり特色を持ってやっております。確かに夏休み

の課題研究なども 4館ともやっておりますし、そのほかのことで、親子の折り

紙教室もやっております。それから、大人向けの大人の読書通帳などというの

も去年あたりからでしたか、おととしでしたか、やはりこのようなものも、新

しい傾向なのかなというふうに思っております。 

はい、ありがとうございました。ほかにございますか。なければ、29年度の

事業については、これで閉めさせていただきますけどよろしいですか。 

ではここで、これは終わらせていただきます。 

続きまして、平成 30 年度の事業概要について、こちらの方を事務局よりお

願いいたします。 

事務局（杉田）  －平成３０年度事業概要に基づき説明－ 
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議長（会長） 平成 30 年度の事業概要についての説明がありました。もちろん既にもう事

業を実施しているものもございますので、これについて質疑をお受けいたしま

す。いかがでございましょう。 

松本委員 はい、よろしいでしょうか。 

議長（会長） はい、どうぞ。 

松本委員  事業の中で、いわゆる学校訪問ブックトークの関係でお尋ねしたいのですけ

れども、中央図書館から推進していただいておりまして、昨年度から栗橋、菖

蒲で取り入れていただいたことでご報告を受けましたけども、今年度をみます

と、やはり 3館だけで鷲宮の方には学校訪問ブックトークが開催されないよう

なのですが、これは鷲宮地区では何か難しい状況があるのかどうか、できれば

鷲宮図書館でも、鷲宮小学校を対象に開催していただけるとありがたいかなと

いうこと。 

あと栗橋文化会館図書室におけるブックトークの数が 19 回という回数とい

うことになっておりますが、これでよろしいのでしょうか。いっぱいやられて

るのか、もしかすると、回数と学校の訪問数の数が、記載ミスだったのかとい

う気がするのですけれど、よろしくお願いします。 

議長（会長） はい、いかがでしょう。はい、どうぞ、館長。 

事務局（堀内） 今のご質問、最初の方なのですが、学校訪問ブックトークということで、鷲

宮のほうで開催ができないということで、やはり、人的な問題、スキルの問題

等含めまして、やはり鷲宮ではいろいろ検討は昨年度もしているのですけれど

もできないということで、また指定管理者になってしまいますけど、指定管理

者には全 23 校、すべて行っていただきたいので、仕様書の方に記させていた

だきました。来年度以降は、全ての小学校でブックトークが行われ、学校訪問

事業が行われるというように考えているところでございます。 

それから、今の栗橋の関係につきましては、栗橋の職員から説明させていた

だきます。 

事務局（長谷川） 栗橋の学校訪問ブックトークですけれども、学校数としては 3校で 6学年ご

ざいまして、栗橋小学校さんの 3年生のみ、2回行うということで、19回とい

うことになります。3校各学年 1回ずつ行きますので 18回のところ、栗橋小学

校の 3年生だけ 2回行きますので、プラス 1の 19回で合っております。 

松本委員 回数、たとえば、中央図書館 42 回になっておりますけど、昨年度、実施回

数で行くと 59 回になっていますよね。減ってしまうのですか。29 年度の中央

図書館の学校訪問は、回数は 59回ですよね。訪問数が 42回ですよね。42回は

訪問だと思ったので、つまらないことですみません。なぜ増えたのかなと思っ

たものですから。昨年度の訪問が 42 回で事業報告で見ると中央は、回数が 59

回となっていますよね。 
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議長（会長） はい、どうぞ、関さん。 

事務局（関） ご指摘のとおり、こちらの回数につきましては、年度当初、予定ということ

で入れさせていただいているもので、昨年度の実績を入れさせていただいたも

のなので、特に学校さんとの調整によって回数については変動があることなの

で、予定の校数ということでご指摘のとおりでございます。 

回数につきましては、今後の所があるのですけれども、これまでのところ、

学校訪問ブックトークの訪問校数は、4月から 9月まで 22校で回数が 26回と

いうことになっております。こちらは、年度当初のことでしたので、予定とい

うことで入れさせていただいておりますので、変動することになりますのでご

承知いただければと思います。 

議長（会長） よろしいですか。 

松本委員    ありがとうございます。 

議長（会長） 

 

 すごい評判がよいものですから。 

早瀬さん、どうぞ。 

早瀬委員 

 

基本的なことなのですが、今日ブックトークというのを初めて伺って、全然 

イメージが湧かないのですが、学校訪問ブックトークとブックトークの会とい

うのは、場所が違うというのですか。学校でやるかそうでないかということな

のですか。 

議長（会長）  はい、お願いします。 

事務局（関） 菖蒲のですか。 

早瀬委員 はい。菖蒲を見ていたら、学校訪問ブックトークとブックトークの会が別々

にあるので、違うところでやっているのというのかと思いまして。 

事務局（関根） 

 

まず、ご指摘のブックトークの会ですが、こちら会場、場所は菖蒲図書館の

幼児児童コーナーで毎月 1回、基本的にはやっている形になります。ただ、や

はり特別整理期間とかの関係で必ず 12 回というわけではないです。内容的に

は、本のあらすじとか本の紹介的なものを図書館の中で、来てくれた保護者の

方というか、絵本を選んでいる方たちにお話をしているものです。 

学校訪問ブックトークというのは、その名のとおり、学校の方に出向いて、

3 年生なら 3 年生、4 年生なら 4 年生という形で、学年単位で本の、同じよう

に紹介というようなことをしている事業でございます。 

早瀬委員 はい、わかりました。 

議長（会長） ブックトークの会は、年齢の条件は別に関係はないですか。 

事務局（関根） 特に年齢は、幼児児童コーナーで行っておりますので、幼時向け、児童向け

というものが多くございます。 

早瀬委員 ありがとうございました。 
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議長（会長） よろしいですか。はい、お願いします。 

成塚委員 

 

基本的なことで、勉強不足で申し訳ないのですけれども、大人の読書通帳と

いうのが、内容がよくわからないのですけれど。 

議長（会長） 大人の読書通帳についての内容ということですけど、やはり同じように、通

帳を発行することなのでしょうか。 

どうぞ、関さん、お願いします。 

事務局（関） 回答いたします。杉田のほうから、先ほど子どもの読書通帳についてはご説

明させていただいたかと思うのですけども、またそれと同じように、大人の方

向けの読書通帳というのを別に作っておりまして、内容としましては、読んだ

本の書名や一言何か書けるような様式になっていて、子ども用の読書通帳は、

60冊で満期になるのですけど、大人の読書通帳というのは、少し多くて 120冊

で満期にしております。子供向けの読書通帳につきましては、カウンターで申

込書に書いていただいて、それでお渡しするような形になっているのですが、

大人用の方は、中学生くらいから上の方について、欲しいと言っていらっしゃ

ったら、手続きなしでそのままお渡しするような形をとっております。 

成塚委員 この、回数が 1というのは、1回だけですか。 

事務局（関） そうですね。回数というのか、開館している時はいつでも行っているので 1

事業ということです。 

成塚委員 随時ということでよろしいですね。 

事務局（関） いつでも、開館している時でしたら、言っていただければ、お渡ししており

ます。 

成塚委員 わかりました。 

議長（会長） 成塚さん、こういうものです。120 冊だから大人用です。1 冊読んだらタイ

トルと年月日と一言ということで、どんどん進めていくと 120冊全部それぞれ

感想を書いていけます。 

成塚委員 いつでも、申し込めばもらえて、書いていくのですね。わかりました。 

議長（会長） これを最初子どもで出して、後から出したのです。評判なのですよ。 

事務局（堀内） 

 

結構、勘違いをされる方もいらっしゃるのですけども、過去に自分が読んだ

ものを、こちらが情報を持っているだろうということで、前に読んだものを教

えてくださいと、言ってくるのですけど、今、時代的に個人情報は持たないよ

うに図書館ではすごく気を遣っておりますので、過去の履歴は全部ありません

ので、そういう意味ではこういう大人の読書通帳をつけておくと、過去に自分

が読んだものをもう一回読みたいなと探せる、検索できるということでござい

ます。 

議長（会長） そういうことなのです。 

成塚委員 本を借りても、前借りたのか、読んだのかどうか忘れてしまっている。読ん
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でいる中で、「あっ、これ読んだ」となります。これがあると、ああ読んだな

と、わかります。 

事務局（堀内） ただ、最近では、愛読という言葉がはやってきて、同じ本を何度も読むこと

も大切だという考え方も出てきているので、たくさん読むのか、一冊の本を毎

回読むのかというのも含めて、両方を楽しめるということでございます。 

議長（会長） ということで、それなりに努力しているということです。また、特色をもっ

てやっているということですね。ご理解いただけました。 

ほかにはございますか。はい、どうぞ。 

塚越委員 今更ながらで申し訳ないのですが、菖蒲図書館の方で図書「福袋」貸出とい

うのがございまして、29 年度の事業報告のところには図書「福袋」貸出が 29

年度にあって、その前の 28 年度は、子どもの図書「福袋」貸出というのがご

ざいますということから、2 点なのですけれども、図書「福袋」とは、どんな

内容なのかということと、28 年度は子どもの図書となっていたのが、29 年度

で前に戻ってしまうんですが、「子どもの」がなくなり、図書「福袋」、となっ

ていて、30 年度も、図書「福袋」となっているので、「子ども」が付いたとこ

ろと付かないところの違いを教えていただければと思います。 

議長（会長） 16ページのところです。どうですか。はい、どうぞ。菖蒲さんですか、これ

は。 

事務局（関根） 子どもの図書「福袋」という形で、こちらのほうは、28年度のことなので、

また調べさせて、あとでご回答させていただきたいと思っています。29年度の

図書「福袋」というのは、その名のとおり、お正月の機会にお薦めの本という

かたちで、図書館の方からお薦めの本ということで、福袋に入れて貸し出して

いるという事業でございます。 

30年度においても、同じように、福袋という形で貸しているというかたちで

同じようにこちらの方に載せていただいている形になっております。 

28年度に関しては、このとおりだと子どもだけなのかなという感じはするの

ですが、そちらの方は、調べさせていただきます。 

塚越委員 29 年度と今年度 30 年度は大人向けの福袋でしょうか。それとも種類があっ

たりして、ということでしょうか。 

議長（会長） わかりますか。はい、どうぞ。  

事務局（堀内） 菖蒲図書館の図書「福袋」貸出というのは、年末年始、非常に長い期間お休

みになるので、その時にいくつかの本をわからないように福袋に入れて、何が

出てくるかわからないけど、結構お奨めの本をまとめて貸し出す、そして、出

てきたものを楽しんでもらう形です。 

28 年度のときはお子さんを対象としたものをたぶん袋に入れてやっていた

と思うのですね。その後の 29 年度、30 年度につきましては、特に子どもだけ
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を対象としたものではなく、利用者全体の中でやっていくということです。 

なぜそこでそうしたかというのは、今ここにいる職員にはわからないのです

けども、そういう違いがあるのかと思います。これは、あまり見ない形で、ど

ちらかといえば、鷲宮図書館でやっている「本の気持ちです リサイクル福ブ

ックプレゼント」というのをやっているのですけども、こちらの方は先ほど話

してきた、除籍した資料をもう図書館では使わなくなったので処分してしまう

ことではなく、図書館では使わなくなったけど、まだそれを利用したいという

人がいれば、差し上げているという、そのサービスの中で福袋を利用して持っ

ていっていただく、全国的に何か所かでやっている事例があると聞いたことが

ございます。そういう違いがあるのかなということでございます。 

塚越委員 はい、ありがとうございます。 

議長（会長） よろしいですか。ほかにございますか。はい、どうぞ。 

髙橋委員 子ども向けの事業のバラエティの豊かさに驚いておりまして、久喜の子ども

は羨ましいなと感激しておりますけども、一点質問させていただきます。 

中学生にスポットを当てた活動はあるのでしょうか。と言いますのは、県立

図書館では、中学生・高校生をいかに振り向けるかということで苦心しておる

のですけども、正直なところ、有効打を打てておりません。埼玉県教育委員会

の全体の課題でもあるのですが、中学生・高校生になりますと、本を読まない

率、いわゆる「不読率」というのが一気に上がるのです。 

ここに的を絞って、ゆくゆくは何か手を差し伸べていかなければならない、

大きな課題意識を持っているのですけども、中学生に焦点を当てた市独自の取

り組みが何かありましたら教えていただきたいということで質問させていた

だきました。 

議長（会長） おっしゃるとおりです。関さん。 

事務局（関） まず、中央図書館の取り組みということになりますけども、中高生を対象に

してヤングアダルトコーナーを設けていて、子ども向けの本では物足りなく

て、でも、大人向けの本ではちょっと敷居が高いなというお子さんに読んでい

ただくような資料を集めたコーナーがあります。 

あと、中高生に、お薦め図書リストというのを年に 2 回作成して、夏休み･

冬休みの長期休みの前に各学校に、各生徒さん一人ひとりに届くような形で配

布させていただいております。図書館で企画しているのは以上なのですが、学

校さんの方から職場体験のお申し出をいただいたときには受け入れて、図書館

の仕事を体験することで図書館や本に興味を持っていただくきっかけになっ

ていただければと思っています。 

後は、これは全館での取り組みなのですけど、『友達にすすめたい本 読書

感想文集』というのを毎年発行しておりまして、各小中学校の先生方にご協力
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いただいているのですけども、各学校からひとつの作品とひとつの感想文を提

出していただきまして、それを集めた読書感想文集というのを毎年発行してお

ります。発行したものについては、いただいた学校さんなどに配布をするとと

もに、図書館資料としても受け入れをしておりまして、夏休みに児童コーナー

に自由研究に役立つ本とか、宿題に役に立てる本を集めたコーナーを設けてい

るのですけど、そこにその読書感想文集を置きまして、何を読んだらいいのか

と迷っているお子さんに参考にしていただくということも行っております。こ

れは、小中学校ということですが、中学生も含まれていますので、報告いたし

ました。 

議長（会長） ありがとうございました。早瀬さん。 

早瀬委員 夏休み明けに、小学生・中学生に自殺がどうしても増えると、それに対して、

いろんな図書館が、こういう本を読むと元気になれるよとか、勇気を持てるよ、

とかいう本をいくつか選んで、キャンペーンみたいにコーナーを設けてやって

いる図書館がたくさんあると思うのですよね。なぜ久喜はやらないのかなとず

っと思っていたのですけど、そのあたりはどうでしょうか。 

議長（会長） どうですか。はい、館長。 

事務局（堀内） 中央図書館では、年 6回の特集コーナーの入替をして計画をしてやっており

ます。この間の議会でも LGBT を取り上げてやってほしいという話があったも

のですから、今年度の計画を少し変更して LGBT の特集を組んだりしておりま

す。 

自殺ということを前面に出すということではないのですけども、元気になる

本とかそういったものの特集を今後考えていくことは充分できるのかなと考

えておりますので、参考にさせていただきながら詰めていきたいと思います。 

議長（会長） よろしいですか。 

髙橋館長、先ほどの件、了解しました。確かに、中学以上は読書率が低いで

す。かつて協議会の中でも、どこと言っては失礼だから言いませんけど、小学

校の先生が出席してくれていて、私の小学校は、130 パーセントの読書率です

と言っていたのが、今度、中学の関係に行ったら、全然読まなくなってしまっ

たというので、漱石も太宰もほとんど皆無なのですよと、がっかりしていまし

た。 

そういった傾向がありまして、今また、一方で読書感想文について、図書館

でもやっています。それから、国税庁と農事組合でもって、こちらも読書感想

文を、今年の 8 月に国税庁の方で出しまして、各中学校さんに送りました。8

月末に回収しまして、そういった形で、今中学生等々には一方ではそういう機

関でやっているということです。 

ほかにございますか。ないようでしたら、よろしいですか。 
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次に、今度はその他の 4番でございます。そこに移らせていただきます。事

務局の方、どうぞ。杉田さん。 

事務局（杉田） 事務局から連絡事項がございます。 

１つ目は、皆様に支給いたします報償費について、振り込み先の確認等をさ

せていただきたいので、沖沢委員様におかれましては、この協議会が終わりま

したら、お残りいただいて、確認のほうさせていただきたいと思います。 

また、沖沢委員様以外の委員の方で、昨年までの振込先から変更をなさる方

がいらっしゃいましたら、同様にお残りいただきたいと思います。ご協力をお

願いします。 

２つ目になります。名簿等の公表についてでございます。 

委嘱書記載の氏名の確認と異体字での取扱いにつきまして、また、ホームペ

ージに掲載する氏名につきまして確認をさせていただきます。 

また、公職者名簿には、氏名のほか、住所、電話番号などの個人情報も掲載

されますので、その可否につきましても確認させていただきます。よろしくお

願いします。 

それから、３つ目は、次回の図書館協議会の日程についてでございます。こ

ちら、案１といたしましては「１１月８日（木）」の午前１０時から、案２と

いたしまして「１１月９日（金）」の午前１０時からで考えておるところでご

ざいますが、皆様のご都合はいかがでしょうか。 

 最終的には、あらためて皆様にご連絡をさしあげ、日程の方をまず決定した

いと思いますから、ご都合をお聞きしたいということでございます。  

会長(議長) 今、事務局のほうからございました。では、日程の方は調整してください。 

事務局(杉田) 参考にさせていただきます。 

会長（議長） 

 

よろしいですか。それでは、ということで、今日は 29 年度の事業報告につ

いて、30年度事業概要ということで了見いただきました。ご協力ありがとうご

ざいました。活発なものになりましたこと、御礼申し上げます。議事進行を事

務局の方にお返しいたします。 

司会（関根館長） たいへんありがとうございました。それでは、閉会にあたりまして副会長で

あります髙橋委員からご挨拶をお願いいたします。 

副会長（髙橋委員） あいさつ 

司会（関根館長） ありがとうございました。以上で久喜市立図書館協議会を閉会させていただ

きます。 

  会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 平成３０年１１月 ４日 

 

               久喜市立図書館協議会 
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