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1　開　会

2　委嘱式

3　あいさつ

4　議　題

（1）正副会長の選出について

（2）平成27年度事業報告について

（３）平成28年度事業概要について

（４）その他

5　閉　会

平成２８年度第1回久喜市立図書館協議会次第

1　久喜市立図書館協議会委員名簿　久喜市立図書館職員名簿

2  平成27年度の事業報告について（図書館要覧）

3  平成28年度事業概要について

4  久喜市図書館サービス基本計画（冊子）

5　久喜市子ども読書活動推進計画（冊子）

6　各図書館の地図

会議の公開又は非公
開

　公　開

傍聴人数 　1人

様式第1号（第５条関係）

会議録概要

出席委員（者）氏名

会議次第

配付資料

横内美沙代・松本秀樹・塚越要・丸山洋一・及川孝之・野原正子・塩崎勲



発　言　者 会議のてん末・概要

司会（太田中央館
長）

　皆さまこんにちは。本日は、お忙しい中、久喜市立図書館協議会にご出席をいただ
きありがとうございます。ただいまから平成28年度第1回久喜市立図書館協議会を開
催させていただきます。
　協議会の前に本日は、柿沼教育長より、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中にあります名簿順に交付さ
せていただきますので、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。
　それでは、柿沼教育長よろしくお願いします。

教育長 　委員一人ひとりに委嘱書を交付する　7人

司会（太田中央館
長）

　ありがとうございました。申し遅れましたが、私は、本日の司会を務めさせていただき
ます、中央図書館長の太田と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　それでは、図書館協議会を始める前に、事前に、皆様に会議の運営について了承いただ
きたいことがございますので、説明させていただきます。
　協議会は、「審議会等の会議の公開に関する条例」の規定により、会議録を作成しなけ
ればならないとなっておりますので、発言者の氏名を含めまして会議録を作成したいと思
います。
　この会議録を作成するための録音につきまして、ご了承をお願いしたいと存じます。そ
れでは、次第に戻りまして、ただ今から、平成２８年度第１回久喜市立図書館協議会を始
めたいと存じます。 会議はおおむね１時間半程度を予定しておりますのでご協力をお願
いいたします。

司会（太田中央館
長）

　開会に先立ちまして、現在の出席委員につきまして、ご報告申し上げます。委員
１０人中、出席委員7人でございます。久喜市立図書館協議会運営規則第３条第２
項「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」の規定
によりこの会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。

司会（太田中央館
長）

　議事に入る前に、配付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。
　まずは、平成28年度第1回久喜市立図書館協議会次第になります。次に、先に
送らせていただきました、平成28年度第1回久喜市立図書館協議会資料で
久喜市立図書館協議会委員名簿並びに久喜市立図書館職員名簿
平成27年度の事業報告について（図書館要覧）
平成28年度事業概要について
　それから、本日配布の
久喜市図書館サービス基本計画（冊子）
久喜市子ども読書活動推進計画（冊子）
各図書館の地図
　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。開会にあたりまして柿沼教育長からご挨拶申し上げます。

教育長 あいさつ　－省略－

司会（太田中央館
長）

　ここで、議事に入る前に「委員及び事務局職員紹介」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
皆さまには、自己紹介をお願いしたいと存じます。
　本日の配布資料のほうに名簿がございますのでそちらをご覧になりながら順番に
お願いします。それでは、横内委員さんから順によろしくお願いいたします。

各委員 自己紹介　－省略ー

様式第２号（第5条関係）



司会（太田中央館
長）

　委員の皆さま、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。

事務局職員 自己紹介　－省略ー

司会（太田中央館
長）

　皆さま、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
　これより議事に入らせていただきます。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、よろしくお願いします。

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。
皆さまのご協力をお願いいたします。
　次第（１）の「正副会長の選出について」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、どなたか立候補やご推薦、或いは選出方法など、ご意見がありましたらお願
いいたします。
　はじめに、会長の選出についてご意見がありましたらお願いします。

野原委員
　図書館運営に非常に精通しており、文学的知識もあり協議会のために永年尽力されてい
る塩崎さんに是非会長をやってもらいたいと思います。

教育長 　委員の塩崎さんを会長にしたいとご推薦がありましたが、いかがでしょうか。

委員 　拍手あり

教育長
　拍手をいただきました。ありがとうございます。それでは、改めてお計りいたします。
塩崎委員を会長としてよろしいでしょうか。

委員 　改めての拍手

教育長

　ありがとうございます。それでは、塩崎委員さんに会長をお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
　続きまして、副会長の立候補あるいは、ご推薦をいただきたいと思いますが、いかがで
しょうか。
　特に手が挙がらないようですが、それでは、誠に恐縮ですが、会長のほうでどなたかご
推薦をいただくことは可能ですか。

会長（塩崎委員）
　今回は初めてでございます。突然で申し訳ございませが、県立久喜図書館の館長である
及川委員さんがいかがかなと思います。

教育長
　ただいま、塩崎会長から県立久喜図書館長の及川さんとのご推薦をいただきまし
た。委員の皆様、いかがでしょうか。

委員 　拍手あり

教育長
　それでは、副会長に及川委員さん、お願いいたします。
　皆様のご協力で、スムーズに会長、副会長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。ありがとうございました。

司会（太田中央館
長）

　ありがとうございました。
　それでは、会長及び副会長が選出されましたので、恐れいりますが、席をお移りいただ
きたいと存じます。
　改めまして、会長、副会長からそれぞれ就任のご挨拶をいただきたいと存じます。
　まず、会長のほうからよろしくお願いいたします。



会長（塩崎委員） 　あいさつ　－省略－

司会（太田中央館
長）

　ありがとうございました。続きまして、及川副会長さんからご挨拶をお願いいたしま
す。

副会長（及川委員） 　あいさつ　－省略－

司会（太田中央館
長）

  ありがとうございました。
　議事にを進める前に、久喜市では「審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき会議
の傍聴を認めておりますのでご理解をいただきたいと存じます。本日は、傍聴の方がお見
えになっておりますので、これから会場に入っていただきたいと思います。

　これより議題に入らせていただきます。会議の進行につきましては、図書館協議会条例
第３条の規定によりまして、会長に議長に就任いただき、会議を進めていただきたいと存
じます。それでは、塩崎会長さんどうぞよろしくお願いいたします。

議長(会長)

　ご指名をいただきましたので、図書館協議会の議事進行を務めさせていただきます。円
滑に議事が進行いたしますよう、皆さま方のご協力をお願いいたします。
　それでは、議事進行に入らせていただきます。
　早速でございますが、議題（２）平成27年度事業報告についてを議題といたします。
事務局より内容の説明をお願いします。

事務局（森岡中央
管理係長）

　配布した図書館要覧に基づき、説明をする。

議長(会長)
　ありがとうございました。ただいま事務局から、「平成２７年度事業報告」
ついて説明がありましたがいかがでしょうか。

議長(会長)

　久喜市の場合は、中央図書館が独立館であり、菖蒲図書館、栗橋文化会館図書室、
鷲宮図書館が併設館となっています。それと意外と事業をやっているなと思います。
人数が少ないのによくやっているなと思いませんか。
　いかがでしょうか。ご質問はありますでしょうか。

丸山委員

　先ほどの話なのですが、資料の５ページの説明で、各図書館の人数の説明がありまし
た。しかし、これだけの事業をしているのは、どのくらいのボランティアや臨時の方など
の協力があって行っているのでしょうか？その数字がないのでわからない。

事務局（太田中央
館長）

　それでは、臨時職員については、わたくしから説明します。臨時職員は34名います。
合計で50人体制で行っています。臨時職員の方に行ってもらっている内容は、主に中央
図書館では配架、カウンターにも出てもらうこともあります。これは、各館で違いがあり
ます。中央図書館や鷲宮図書館では利用者が多いので、両方やってもらうことがありま
す。他のところでは、臨時職員と正職員がペアになって行っているところもございます。
それから各館のボランティアにつきましては、各館から説明いたします。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　中央図書館では、ボランティアさんには主におはなし会やブックスタートで保健セン
ターなどで29人の方々にお願いしています。

事務局（須賀菖蒲館
長）

　菖蒲図書館では、おはなし会に団体として協力してもらっている方々が12人ほどい
らっしゃいます。ブックスタートには、1人の方が参加してくれています。

事務局（杉田栗橋担
当主査）

　栗橋図書室では、おはなし会で「かばさんのおはなし会」から現在15名に協力しても
らっています。毎週土曜日などのおはなし会で協力していただいています。

事務局（河内鷲宮館
長）

　鷲宮図書館では、おはなし会とブックスタートで協力をしてもらっています。おはなし
会では、「かわいいおはなし会」という団体と一般のボランティアでおはなし会を行って
います。
おはなし会では併せて10名のボランティアに協力いただいています。ブックスタートに
つきましては、4名のボランティアに協力してもらっています。



議長(会長)
　各館とも、おはなし会やブックスタートでボランティアに協力してもらっている状況で
すね。ありがとうございました。丸山委員さん、よろしいでしょうか。

丸山委員
　この図書館要覧を見ますと、外部に公表するのに職員数は16名と臨時職員を含め50人
体制で行っているのでは、違いがあると思います。

事務局（太田中央
館長）

　この点につきましては、毎年、臨時職員数は変動があるため、人数は入れていませんで
したが、年度で区切ればカウントできなくはないので、今後検討していきたいと思いま
す。また、臨時職員では、実人数と延人数が大きくかい離しています。この辺りが難しい
表現になると考えています。この辺りをどうやって表現するかが課題かと思います。午前
中から来る方、何時から何時までと時間を決めてくる方など一日仕事をする方以外もい
らっしゃいます。今お伝えした50人とは、臨時職員さんの顔を数えてお伝えした数字に
なります。名前の羅列になります。表現が難しいと考えています。

議長(会長)

　このような議事に出すときには、組織の数字でよいと思います。後は報告できる範囲で
の数字になると思います。図書館の役割は、配架であり、選書になり、レファレンスにな
ります。その点、久喜市の司書では、自費で海外にまで勉強に行っている職員もいるの
で、自慢になることだと思っています。その他、ございますか。

丸山委員
　図書館要覧１４ページで障がい者の奉仕ということで、ここで見ますと、利用者登録が
中央図書館で２２名となっていますが、これはCDなどの郵送だと思うのですが、それ以
外の図書館で対面朗読などは無かったということでしょうか。

事務局（太田中央
館長）

　ご指摘のとおりなかったのですが、人数的には中央図書館でまとめて郵送を行っており
ます。過去には、対面朗読などもあったのですが、障がい者奉仕としては、少し弱いのか
なと考えております。どこの自治体でも図書館によって特色がございます。そのあたり
は、今後の課題かと考えております。

丸山委員
　自分のことになりますが、私は、ふれあいセンターに障がい者の方々の卓球のお手伝い
をしています。鷲宮町時代には、朗読テープのお手伝いもしていました。そのため障がい
者奉仕のことをあえて聞いてみました。

議長(会長) 　館長、そのへんは、いかがですか。

事務局（太田中央
館長）

　要覧の２９ページに実際過去に利用していた方がいますが、「久喜市立図書館郵送貸出
しサービス実施要綱」がございます。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳や介護保険の要介護状態によりまして、ある程度重い状態の方には、図書の郵送サービ
スがございます。相談を受けたことのある方はいましたが、要件にあわなかった方もいま
す。だだし、実際ご利用の方がいないとのことです。今後は、少子高齢化になってきてい
ることから、枠を広げていくことが一つの課題と考えております。

議長(会長)

　機会がありましたら、検討してみましょう。その他ございますか。図書館要覧の15
ページにある大人向けの講座として「文学散歩」がありますが、合併前に私が提案をし
て、事業化したものです。何かほかにも取り上げたほうがよいことがあれば、この協議会
の中でお話ください。なんとか読書につなげていきたいと考えておりますので。何か良い
案がありましたら、教えていただければと思います。他に何かございますか。
　なければこの件につきましては、終わりますが。いかがですか。
　この席には、県立久喜図書館の館長もいますので、県立の蔵書数など教えてもらえます
か。

及川委員
　27年度末の蔵書数ですが、566,662冊になっています。視聴覚資料が9,641点に
なっております。

議長(会長)
　久喜には県立図書館があり、助かりますね。他の図書館からの取り寄せもできますから
ね。



及川委員
　そうですね。他の図書館（熊谷）からも取り寄せができます。また、県立にない図書
は、さいたま市などの市町村立図書館から取り寄せができますので、ご利用いただければ
と思います。

議長(会長)

　ありがたいことです。市内に二つの図書館があるということは。
　この辺りで平成27年度の事業報告はよろしいでしょうか。それでは、平成27年度の事
業報告はこれで終わらせていただきます。
　つづきまして、平成28年度事業概要につきまして、事務局から説明をお願いします。

事務局
　配付した資料に基づき、説明をする。（説明の途中でぬいぐるみの図書館おとまり会の
質問がある）

議長(会長) 　ぬいぐるみの図書館おとまり会はいつごろ行う予定ですか。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　こちらの事業は10月29日に予定しています。

議長(会長) 　こちらのPR方法はどうなっていますか。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　こちらは広報紙とホームページになります。また、来館者にわかるよう、館内にチラシ
を掲示して行っています。図書館だよりを発行しているので、そちらでもお知らせしてい
ます。

議長(会長)
　図書館の事業のPRが少なく、もったいないと感じています。回覧でまわすなどのこと
をしてもよいのではないでしょうか。せっかく良い事業であるのに。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　この「ぬいぐるみの図書館おとまり会」の事業はかなり好評で、申込み開始とともに
ほぼ定員に達してしまうような事業になっております。

議長(会長)
　図書館が良い事業をしてもPRが少ないので、いろいろ方法を考えてほしいと思いま
す。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　いろいろ広報の方法を考えていきたいと思います。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　改めて配付した資料に基づき、説明する。

議長(会長)

　ありがとうございました。委員の皆さま、読書通帳も評判がよいものです。埼玉県
でも利用率を上げていると聞いています。子どもさんたちが中心ですが。ここでも鷲
宮図書館では、満期人数が40名と出ています。
　どうですか。夏休みの利用状況はいかがでしたか？今年は雨が多かったので、多く
なかったかな。いかがでしたか。

事務局（河内鷲宮館
長）

　今、8月末の利用者数の資料が手元にないのですが、鷲宮図書館では、夏休みの事業を
7月中に行ったため、前年に比べ、利用者は増加しています。8月については、台風とか
がありまして…。貸出しにつきましては、平年なみに落ち着いております。鷲宮図書館で
は、夏休みの企画がおはなし会と映画会だけでしたので、日程の調整が難しいお子さんた
ちがいたようです。映画会と図書が結びつかないようでした。



議長(会長) 　いかがでしょうか。28年度の事業について説明がありました。

丸山委員

　申し訳ないのですが、28年度の途中の段階で、今回私ども新任の者では、28年度
第1回ということなので、平成28年度の事業の別なところでは、別の様式があり、目
的や内容が載っていますよね。このような具体的なものがなく、人数が増えた減った
だけではどうにもならないと思います。具体的な内容が抜けてしまっていると思いま
す。みなさんはどう思っているのか。私はわかっているから。

議長(会長)
　そうですね。今後何かの機会に出すようにしましょう。中間報告まできてしまっている
ので。お話は充分わかりました。丸山委員はわかっているのですよね。

丸山委員 　わかっています。

議長(会長)
　他の委員の皆さまは初めてということで、徐々にわかってくると思いますので、そ
の点は申し訳ありませんが、宜しくお願いします。図書館の場合は特に多岐に渡って
いますので。他の委員の方は何かございますか。

横内委員
　先ほど、広報のPRについて、メールがあるといっていましたが、どのような方々に
メールをしているのですか。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　メールではなく、図書館のホームページに掲載しています。少しわかりにくいのです
が、久喜市のホームページから図書館のホームページに入ることができます。

横内委員 　その図書館のホームページでPRされているのですね。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　はい、そうです。

横内委員 　小学校とか幼稚園などにはお知らせしているのですか。

事務局（飯田中央
奉仕係長）

　事業によるのですが、ぬいぐるみのお泊まり会に関しては、先ほど申し上げたとおり、
広報紙やホームページでのお知らせになります。
　事業概要の中央図書館自主事業の一番下の小学生向けおはなし会ですが、中央図書館で
は学校訪問をしています。そのときに直接チラシなどを配ったりしながらPRをしている
事業もございます。事業ごとにそれぞれ適していると思われるPRの方法検討して行って
います。

横内委員 　わかりました。

議長(会長) 　よろしいでしょうか。他にございますか。

松本委員

　説明の中で学校訪問のことがでましたが、この資料の中で、学校訪問の記載があるの
が、中央図書館と栗橋文化会館図書室になります。その他の菖蒲図書館や鷲宮図書館では
行っていないのですか。学校訪問行っているのは、学校全体に行っているのかお聞かせ願
いたい。



事務局（河内鷲宮館
長）

　学校訪問につきましては、中央図書館と栗橋文化会館図書室で行っております。委員さ
んからご質問がありました、菖蒲図書館、鷲宮図書館では人員的な問題がございます。私
どもの学校訪問は職員が学校に出かけて行き、子どもたちの前でブックトークをして本を
手渡すことになっています。職員が出かけていくところが他のおはなし会とは違いまし
て、やはりボランティアさんにお任せするのではなく、学校の授業の一環として一時間も
らって行っているものになりますので、職員が責任を持って授業のプログラムの中で、授
業に関係する先生と打ち合わせをさせてもらい、授業に関連する本の紹介をさせていただ
いております。そうしますとやはり、準備や年間中央図書館では、一学年一回としまして
も、小学校だけで１０数校ございます。それだけで年間６０～１００時間くらいになって
しまいます。そうすると、１人の職員ではなく、すべて職員ができるようにならなければ
いけないので、今、職員体制が２～３人のところは学校訪問が困難な状況になっておりま
す。子ども読書活動推進計画の中では、小学校のすべての学年、クラスに学校訪問が行け
るようにそれぞれの計画の中では目標を掲げております。できるだけ現在行っていない地
区におきましても、職員が外に出られるような体制が作れるような形になるよう努力はし
ていきたいと考えております。ボランティアさんにお任せするのではなく、必ず職員が
行って新しい本の紹介もしている状況です。ボランティアさん任せではないことをご理解
いただければと思っています。

議長(会長) 　よろしいでしょうか。

松本委員
　はい、そうです。わかりました。他の地区ですと、ボランティアさんだけが一時間行っ
ているところもありませんか。

事務局（河内鷲宮館
長）

　それは、学校と学校図書館ボランティアとのことで学校の中のことだと思います。学
校訪問は、図書館の事業として行っています。図書館事業としてのブックトーク、学校
と学校図書館ボランティアとしてのブックトークとは少し違うと考えております。

議長(会長) 　よろしいでしょうか。

松本委員 　ありがとうございました。

議長(会長)
　他にございますか。よろしいでしょか。
　なければ、議題（３）の平成２８年度事業概要についての説明は終わります。
　続きまして、議題（４）のその他について事務局から何かあれば説明をお願いします。

事務局（森岡中央
管理係長）

　事務局からは二つほど連絡事項がございます。
　一つ目は、皆さまに支給いたします報償費について、振り込み先の確認をしたい
方がいますので、横内委員・野原委員・塩崎会長はこの協議会が終わりましたら、
お残りください。ご協力をお願いします。
　二つ目は、マイナンバーについてでございます。委員の皆さまにおかれましては、
すでに市にご提出いただいている方もいらっしゃると思いますが、１１月末日まで
にご提出いただくことになっております。他業務にて提出いただいている委員さん
については、改めてご提出いただくことはありません。そうでない方は、ご提出い
ただくことになりますが、私からご案内させていただきますので、ご協力をお願い
いたします。
　以上になります。

議長(会長) 　今の説明は、マイナンバーの提出をするというこでしょうか。

事務局（森岡中央
管理係長）

　はい、そのとおりでございます。

議長(会長) 　よろしいでしょうか。



事務局（太田中央
館長）

　これは、必ず出してくださいというものではございません。非常に重要なもので
ございます。提供できないと言って、拒否していただいてもかまいません。よろし
くお願いいたします。

議長(会長) 　事務局からの説明は、この件だけでよろしいでしょうか。

事務局（森岡中央
管理係長）

　はい。

議長(会長)

　委員の皆さん、ご承知いただけましたでしょうか。
　本日の議題はこの４件で終わりですね。本日は第１回ということで、前段がわ
からない部分もあったりして、戸惑ったところもあるかもしれません。第１回で
ございます。これから徐々に中がわかってきて楽しくなってくると思います。また、
図書館の場所はどこにあるか概ねわかっていますでしょうか。わかっていれば、
テンポも早くなると思います。
　今後、何かありましたら、事務局に尋ねたらよろしいかと思います。
　それでは、私の方の議題の（４）番までは終わらせていただきます。大変ご協力
ありがとうございました。
　これで事務局にお返しいたします。

司会（太田館長）
　大変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
す及川委員から、ごあいさつをお願いいたします。

及川委員（副会長）

　委員の皆さまのご協力で議事を進行することができました。また、議長でありま
す塩崎会長さんのスムーズな議事の進行のおかげと思います。
　それでは、これをもちまして平成２８年度第１回久喜市立図書館協議会を閉会と
いたします。ありがとうございました。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

平成28年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久喜市立図書館協議会
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