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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３回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成３０年１１月１４日（水） 

開始・終了時刻 午後１５時００分から午後１６時２０分まで 

開催場所 久喜市立中央図書館 視聴覚室 

議長氏名 塩崎 勲 

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・玉置政美・ 

沖沢香織・成塚義男・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名 塚越 要 

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 渋谷教育部長・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）久喜市図書館サービス基本計画について 

（２）指定管理者の指定について（非公開） 

（３）久喜市立図書館運営審議会条例について（非公開） 

（４）その他 

４ 閉会 

配布資料 平成３０年度第３回久喜市立図書館協議会次第 

『図書館サービス基本計画』の数値目標について 

指定管理者の指定について（案） 

久喜市立図書館運営審議会条例（案）及び久喜市立図書館運営審議会規則（案） 

会議の公開又は非公開 一部公開（網掛け部分は非公開） 

傍聴人数 ２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） それでは、平成 30年度第 3回図書館協議会を始めさせていただきます。 

私は、協議会の事務局を担当しております、菖蒲図書館長の関根でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、議事に入る前に、事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。 

議題 1資料「図書館サービス基本計画の数値目標について」という A4サイズ

1枚のものでございます。 

お持ちでない方はございませんでしょうか。いらっしゃいましたらお申し出

いただきたいと存じます。 

また、会議資料ではございませんが、委員の皆さまの机の上に、製本した『平

成 30年度図書館要覧』をお配りいたしました。 

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となっておりますので、この後のことは塩

崎会長にお願いいたします。 

議長（会長） （あいさつ） 

本日の出席者は、9名でございます。 

この人数は、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。 

次に、本日の会議録署名委員ですけど、今日は横内委員と玉置委員、よろし 

いですか。お願いいたします。 

それでは、さっそくですけど、議事に入らせていただきます。 

はじめに、議事の(1)「久喜市図書館サービス基本計画について」を議題とし

ます。事務局より内容の説明をお願いいたします。 

事務局（関） 議題 1、久喜市図書館サービス基本計画について、ご説明をさせていただき

ます。 

『久喜市図書館サービス基本計画』は、図書館協議会の諮問答申を経て、久

喜市教育委員会が平成 24年 5月に策定した計画でございます。 
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 平成 24 年度からの 5 年間の計画期間ということで、計画期間の最終年度に

あたる平成 28 年度に、本計画の見直しをする方向で事務局でも検討しており

ました。 

 しかし、その頃、東京理科大学跡地を活用した「こども図書館」の計画が、

新たに市の方針として浮上してまいりました。 

 新しい『久喜市図書館サービス基本計画』には、この「こども図書館」の考

え方をぜひ盛り込んでいきたいということで事務局でも進めてまいりました

が、同館の具体的な内容を明らかにして計画に反映させるためには、今しばら

くの時間的な猶予が必要でした。 

 こうしたことから、平成 29 年 1 月 30 日開催の「平成 28 年度第 2 回久喜市

立図書館協議会」において、現在の『久喜市図書館サービス基本計画』を 2年

間延長し、平成 30年度までとすることで、委員の皆さまにご了承をいただいた

ところでございます。 

 その後、平成 28年度にアンケートを行うなど、今年度に計画の見直しを図る

べく、事務局でもその準備に努めてまいりました。 

 しかしながら、ご存じのとおり、春の市長選挙において、梅田市長が新市長

に就任し、「こども図書館」を含めた東京理科大学跡地の活用計画が市長預かり

ということで、一旦保留となりました。 

 今年中には何らかの方向性を示すという旨を、梅田市長みずから議会で答弁

しておりますので、今後何らかの方針が示されるものと考えております。 

本日は、『久喜市図書館サービス基本計画』の今までの経過をご説明するとと

もに、同計画に掲げた目標に対する達成度を、平成 28年度アンケート結果や平

成 29年度実績などを踏まえて、ご説明させていただきます。 

 「議題 1資料」、本日お配りしたものと、前回の会議でお配りしました『久喜

市図書館サービス基本計画』をご参照いただきたいと存じます。お持ちでない

方はいらっしゃいますか。 

続けさせていただきます。はじめに、「基本目標 1 市民生活や地域を豊かに

するための知識と情報を提供する図書館」、「施策 1 レファレンスと課題解決

型サービスの充実」でございます。 

久喜市図書館サービス基本計画の 17ページでございます。 

達成度の指標としては、「レファレンスに対する満足度」を掲げております。 

計画時の現状は 37.5％、目標は 10％増の 47.5％、平成 28年度アンケート結

果では 51.9％でした。 

現在までのところ、順調に進捗しているところでございます。 

 次に、「基本目標 2 小中学校と連携し児童生徒の読書や学習を支援する図書

館」、「施策 2 小中学校図書館との連携機能強化と学校や教職員への支援」で
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ございます。 

 久喜市図書館サービス基本計画の 19ページでございます。 

達成度の指標としては、「学校への団体貸出冊数」と「学校訪問事業実施学校

数」の 2つを掲げております。 

「学校への団体貸出冊数」ですが、計画時の現状は 445冊、目標は 50％増の

668冊、平成 29年度実績は 916冊でした。 

現在までのところ、予定していた数値をはるかに超えて、順調に進捗してい

るところでございます。 

「学校訪問事業実施学校数」ですが、計画時の現状は 11校、目標は 20校、

平成 29年度実績は 15校でした。 

参考までに、平成 30年度は 18校での実施を、平成 31年度は 23校での実施

を予定しております。 

 次に、「基本目標 3 高度情報化に対応した図書館」、「施策 3 ＩＣＴ（情報

通信技術）を導入した高度な情報提供の推進」でございます。 

 久喜市図書館サービス基本計画の 21ページでございます。 

達成度の指標としては、「インターネット閲覧可能パソコン数」を掲げており

ます。 

計画時の現状は 0台、目標は 8台、平成 29年度実績は 0台でした。 

来年度以降、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備について、具体的に検討していきたいと

考えているところでございます。 

次に、「基本目標 4 ネットワークによる機能的なサービスを提供する図書

館」、「施策 4 図書館・図書室間のネットワークや関連機関との連携体制の整

備」でございます。 

久喜市図書館サービス基本計画の 22ページでございます。 

達成度の指標としては、「予約件数」を掲げております。 

計画時の現状は 18,086 件、目標は 20.0％増の 21,700 件、平成 29 年度実績

は 73,005件でした。 

現在までのところ、予定していた数値をはるかに超えて、順調に進捗してい

るところでございます。 

次に、「基本目標 5 すべての市民にとって利用しやすい図書館」、「施策 5 さ

まざまな利用者に対応したサービスの充実」でございます。 

久喜市図書館サービス基本計画の 24ページでございます。 

達成度の指標としては、「人口一人当たりの貸出冊数」と「おはなし会参加者

数」の 2つを掲げております。 

「人口一人当たりの貸出冊数」ですが、計画時の現状は 4.36冊、目標は 5.00

冊、平成 29年度実績は 5.02冊でした。 
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現在までのところ、順調に進捗しているところでございます。 

 「おはなし会参加者数」ですが、計画時の現状は 3,022人、目標は 3,300人、

平成 29年度実績は 4,208人でした。 

現在までのところ、予定していた数値をはるかに超えて、順調に進捗してい

るところでございます。 

最後に、「基本目標 6 効果的・効率的により良いサービスを提供する図書

館」、「施策 6 市民ニーズに応じた効果的・効率的図書館運営」でございます。 

久喜市図書館サービス基本計画の 26ページでございます。 

達成度の指標としては、「図書館職員に占める司書の割合」を掲げておりま

す。 

計画時の現状は 52.6％、目標は 60.0％、平成 29年度実績は 47.1％でした。 

参考までに、平成 30 年度は 36.8％、平成 31 年度は 60.0％を超える数値を

予定しております。 

 以上が、『久喜市図書館サービス基本計画』の今までの経過と、同計画に掲げ

た目標に対する達成度の概要でございます。 

 この後の議題でもご説明させていただきますが、平成 31 年 4 月から、久喜

市立図書館に指定管理者制度を導入する方向で、事務局では準備を進めている

ところでございます。 

 現在の『久喜市図書館サービス基本計画』も概ね順調に推移しているところ

でございますが、直営では解決できていない課題につきましては、今後議会に

おきまして指定管理者の指定が決定した後に、指定管理者と具体的な協議をし

ながら解決に向けて努力していくことになります。 

「こども図書館」が具体的に進捗していない状況や、指定管理者制度の導入

のタイミングなどを総合的に考えますと、現在のところ、新たに策定する『久

喜市図書館サービス基本計画』の見直しは、来年度以降に行うことが最善であ

ると考えているところでございます。 

本日は、改選によって新たに委員となられた方もございますので、今までの

経過と同計画に掲げた目標に対する達成度の概要をご説明させていただきま

した。 

次回の協議会では、現在の『久喜市図書館サービス基本計画』を延長する方

向で諮問をさせていただきたいと考えているところでございますので、よろし

くお願いいたします。以上です。 

議長（会長） はい、ありがとうございました。 

ただいま、図書館サービス基本計画の数値目標について、目標 1 から目標 6

まで発表がございました。図書館サービス基本計画を進めるにあたって、冒頭

にお話がありましたように、市長選挙がございまして、市長の交代がありまし
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て、子ども図書館についてもそうですけど、図書館サービス基本計画   

等々においても、ご了解を得た上で、今日までになったということでございま

す。 

従いまして、平成 29 年度までの数値目標に対する結果を今お話ししてもら

いましたけど、基本目標 1から 6までの中では、司書さんのところは減じてお

りますけど、その他はおおむねまあまあのところで、目標を遂行しているとい

うような数字の結果が出ております。 

このことについて、ご質問を承ります。ご質問ありましたらどうぞ。 

成塚委員 図書館サービス基本計画の 19ページで、目標というところが、空欄というか

パーセンテージが入っていなくて、19 ページと 22 ページがわからないので、

教えてください。 

議長（会長） 19、22ページですね。 

成塚委員 ここのところには入ってなくて、こっちは入っているから、転記していると

思ったから、ここに入ってないからどうなのかと思いまして。 

議長（会長） はい、お願いします。 

事務局（関） 大変失礼いたしました。お配りしたものが、製本した久喜市図書館サービス

基本計画のデータを印刷したものを前回お配りしたものなのですけども、数字

が入っていない原稿を使用してしまったために、文字が空欄になっているもの

と思われます。 

大変失礼いたしました。申し訳ありません。 

成塚委員 基本的には、入っているものを使っているというわけですね。 

事務局（関） 

 

そうです。製本された物には入っているのですけど、前回お配りしましたも 

のについて、また、本日お配りしたものについては、誤った原稿をお配りして

しまいまして、申し訳ありませんでした。 

議長（会長） いいですか。はい、館長、お願いします。 

事務局（堀内） 申し訳ありませんでした。今回の資料としてお配りしましたこちらの方の資

料の数字が、具体的にはそこに入ってくるということでございますので、また

改めてこちらの図書館サービス基本計画につきましてはお配りさせていただ

きたいと思っております。 

議長（会長）  よろしいですか。ありがとうございました。ほかにございますか。 

松本委員  すみません。関連することでもよろしいですか。 

議長（会長）  はい、結構です。 

松本委員 今、ご説明いただきました基本目標に、小中学校の連携のところで、いわゆ

る達成度の指標についてお話をいただいたのですが、中身を聞いてもよろしい

ですか。たとえば、事業 7の重点事業ということで書いてあるかと思うのです

けども、事業 5については学校訪問重視ということでご説明があったのですけ
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ども、事業 7の学校図書館への支援と連携の充実について、内容についてはど

の程度行われていたのか、たとえば、人材育成のための講座を開催し、とか書

かれてありますけど、このへんの講座は開かれているのかとか、2 番めの学校

図書館との連携については、いわゆる学校の要望に沿った資料の提供ができま

す、というような具体的な動きがあるかどうかとか、学校と連携してどのよう

に行われてきたのか、わかることがございましたならばと思います。 

図書館司書が学校にはおりますので、司書教諭との連携なんかがどうなって

いるのかということを、わかる範囲で結構なのですけども、教えてください。 

議長（会長）  よろしいですか。事業 7のところ、もう少し具体的に、お願いします。 

事務局（関）  学校図書館研修会の開催ということで、平成 28年度ですか、学校図書館の担

当の先生方研究会の中に、中央図書館の職員が出席させていただいて、そこで

講師を務めるというようなことを行ったということがございました。 

あるいは、主催ではないのですけれども、今年度につきまして、学校図書館

のボランティアさんに対して、図書館の本の整備、フィルムコートの掛け方の

講習会というのを中央図書館で開催してご参加いただいた。それは、                             

ある学校からお申し出いただいたものについて、中央図書館で受け入れるとい

う形で実施したものです。 

あとは、連携という意味合いで言いましたら、子ども図書館についての検討

を昨年度行っていた際に、学校図書館の担当の先生方にもアンケートをお配り

してご協力をお願いして、ご意見をいただいたということもありました。以上

です。 

議長（会長） 以上ですか。どうですか、松本委員。 

松本委員 はい。重点事業と書かれていたので、図書館の方から積極的に働きかけを行

ってやらなくてはいけないのではないかと思ったものですから、その辺が今聞

いていると、受動的な感じで行われていると思うので、特に図書の充足率はど

この学校も基準をオーバーしていると聞いているのですが、実際運営等につい

ては、教職員が司書教諭ということでやっていますが、ほとんど携わっていな

い、司書教諭の免許を持っていますけど、実際は中身がわからない先生もいる

というような現状があると思ったものですから、図書館職員の知識を含めて、

先生方が少しでも学校図書館で力を発揮できるような、なかなか忙しいと思う

のですけど、市の教育研究会の図書館部会でもおっしゃっていましたけど、そ

ういうところ、毎年集まりがあると思いますので、積極的に図書館さんの方か

ら、働きかけいただいてやられてはいかがでしょうかということで、勝手な思

いでございます。すいません。 

議長（会長） はい、どうぞ。 

事務局（堀内） 関の補足ということで、私の方から何点か。図書館側からの積極的な連携支
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 援ということでは、前回の会議でもお話させていただいたブックリサイクル、

図書館で除籍した本を学校の方で、まずは必要なところがあれば引き取れない

かということは、絶えず考えながら動いている、学校の方である程度目途がつ

いた後は、一般市民の方に還元するという二段階方式で行っておりますので、

まずは、学校さんの方に行くということがひとつあります。 

それから、これも前回の会議でお話ししましたが、団体貸出というものがご

ざいまして、学校の方からこういうテーマで今度授業で使うので選んで欲しい

という場合もあるのですが、中には、図書館の方で自由にと言っていいのでし

ょうか、図書館の司書の専門的な知識を活用して選んでほしいという様な要望

がある時もあるので、その時は司書が頭を使って何が良いのか先生と話し合い

ながら選んでいくということもありますので、そういった部分で図書館の職員

が意外と時間をかけて支援と連携に向けて努力していることがあるのかとい

うように思います。 

議長（会長） ありがとうございます。松本委員、いかがですか。 

松本委員 結構でございます。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。ほかにございますか。成塚さん。 

成塚委員 指標の１から 6まであって、達成されてないのが 1番と 3番と 5番ですね。 

2 番と 4 番と 6 番は既に達成されているのですね。実績が超えているのですけ

ど、それを目標とするのはどういう意味なのかと思っているのです。表現の仕

方だと思うのですけど。既に達成されて満足していると思うのです。だけど、

目標が、こう低くなっているのはどういうことかと思います。 

議長（会長） はい、館長。 

事務局（堀内） 

 

ここの資料の見方は、現在の図書館サービス基本計画の当初の目標値を掲げ

まして、それに対して 29年度の実績や 28年度アンケート結果がこういう結果

でしたよということをご説明させていただいておりますので、このあと、当然

新たに改訂する際には、当然目標値を変えていかなければいけないということ

です。 

成塚委員 それは、目標というのが、あくまでもこれを作ったときの目標ということで、

これを変えていってということですね。 

事務局（堀内） そういうことです。 

議長（会長） ありがとうございました。よろしいですか。 

これから、新しい基本計画を作成していくわけでございますけど、いいです

か、ここまでは。ありがとうございました。これで図書館サービス基本計画の

数値目標について、議題 1を終わらせていただきます。 

 〔これより非公開とする〕 

 〔非公開を解く〕 
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議長（会長） 次に、その他でございます。事務局の方からお願いします。 

事務局（杉田） 事務局から連絡事項がございます。 

次回の図書館協議会の日程について、でございます。 

案 1といたしましては、平成 31年 1月 24日（木）午前 10時から、案 2と 

いたしまして 1月 25日（金）の午前 10時から、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。 

議長（会長） 次回は、1月 25日でお願いします。ほかにございますか。 

ないようですので、議題４については終了とさせていただき、議事進行を事

務局にお返しいたします。ご協力ありがとうございました。 

司会（関根館長） 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、ごあいさつ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。 
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