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発　言　者 会議のてん末ヷ概要

司会（太田館長）

　皆さまおはようございます。本日はお忙しいところ、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、平成２６年度
第２回久喜市立図書館協議会を開催させていただきます。
　それでは、次第に戻りまして、ただ今から、平成２６年度第２回久喜市立図
書館協議会を始めたいと存じます。
　開会に先立ちまして、現在の出席委員につきまして、ご報告申しあげます。
委員１０人中、出席委員9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あげます。
　
　

司会（太田館長）

　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。会議資料は、事前に送付したものと、本日お配りしたものとございます。
　丌足しているものがございましたらお声がけください。

配付資料の確認

司会（太田館長）
　それでは、次第に従いまして、会議を進めさせていただきます。
　開会にあたりまして田中部長からごあいさつ申しあげます。

教育部長 あいさつ  －省略－

司会（太田館長） 　続きまして、山田会長ごあいさつをお願いいたします。

会長 あいさつ  －省略－

司会（太田館長）

　ありがとうございました。議事に入る前にいくつかご確認、並びにご了承い
ただきたい点がございます。まず、本日の会議記録のため、テヸプへの録音を
ご了解いただきたいと思います。また、市では、「審議会等の公開に関する条
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。

司会（太田館長）
　これより議事に入らせていただきたいと思います。議事に入るにあたりまし
て、久喜市立図書館協議会運営規則第３条第1項の規定によりまして、山田会
長に議長をお願いしたいと思います。山田会長よろしくお願いします。

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。

議長(会長)
それでは、「平成２６年度事業中間報告について」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。

太田館長

　それでは、「平成２６年度事業中間報告について」説明をさせていただきま
す。平成２７年１月３１日現在の報告となっており、あと２ヶ月残しの報告と
なっておりますので、その点ご了解をいただきます。まずはじめに視聴覚資料
を含めた図書館蔵書数につきまして、ご報告いたします。蔵書数につきまして
は、どの館でも増加しております。次に、前回でも特にご説明した利用状況に
ついてでございます。平成２５年度と平成２６年度の比較でございます。まだ
中間でございますので、指標として、利用状況の入館者数の１日平均の欄にご
注目ください。こちらにつきましては、平成２６年度２ヵ月は残しております
が、増加傾向に変化はないと考えております。残念ながら菖蒲図書館につきま
しては、入館者数ヷ利用者数ヷ貸出冊数とも減尐傾向にあります。

様式第２号（第5条関係）



　つづきまして、定例主催事業でございます。まだ、未実施の事業が残ってお
りますが、回数が減尐しているが参加人数の増えた行事もあります。一定の成
果が上がっておりますが、その他の行事については、１回当たりでも前年度の
参加人数を割っているものが多くありました。
　つづきまして、自主事業でありますが、新規事業といたしまして、中央図書
館の「ぬいぐるみの図書館おとまり会」菖蒲図書館「久喜市合併５周年記念深
沢七郎生誕１００年記念展示」栗橋文化会館図書室「水塚で昔ばなしを」鷲宮
図書館「子ども一日図書館員」を行いました。皆さまにお配りいたしました
「ぬいぐるみの図書館おとまり会の証明書」についてでございますが、若干説
明を加えさせていただきますと、ぬいぐるみを持ったお子さんたちに集まって
いただき、お話をし、その後、ぬいぐるみだけ図書館にお泊りをしていただく
というものです。

　合併５周年記念深沢七郎生誕１００年記念展示」栗橋文化会館図書室「水塚
で昔ばなしを」鷲宮図書館「子ども一日図書館員」を行いました。また、皆さ
まにお配りいたしました「ぬいぐるみの図書館おとまり会の証明書」について
でございますが、再度補足説明させていただきますと、ぬいぐるみを持ったお
子さんたちに集まっていただき、お話をし、その後、ぬいぐるみだけ図書館に
お泊りをしていただき、図書館の中を探検するという夢を不えるものでござい
ます。このほかにも、深沢七郎展については、菖蒲の職員も十分努力し、図録
作りも年度内に作成するようがんばっている最中でございますので、ご理解く
ださるようお願いいたします。

議長(会長)
　ただいま、平成２６年度事業中間報告について、４つの項目で説明がありま
した。皆さんには、事前に資料をお配りいたしましたので、ご覧になってい
らっしゃると思います。では、質疑等ありましたらお願いいたします。

奈良委員
　９ペヸジの栗橋文化会館図書室を思うんですが、これだけの事業でしょう
か。

野中担当主査

　こちらに載せていただ事業が平成２７年１月３１日現在でございますので、
この他、２月と３月に行われる事業が３事業ございます。今後、ブックリサイ
クル、図書館講座、昔ばなしを楽しむ会がございます。来年度図書館協議会が
開催されるときには、これらを入れた事業を報告させていただきたいと考えて
おります。

議長(会長) 　通年の報告ではないということですね。他にございますか。

岡田委員
　入館者数に対して、利用者の割合が中央図書館と鷲宮は高いのに対し、栗橋
と菖蒲は１/３以下と低いのは、何か特別な事情があるんでしょうか。

太田館長

　逆に言うと、中央館、鷲宮館が入館者数、利用者数が多く、借りていく人が
多いということです。母体の大きさも関係して、カウンタヸに来る方が多いで
す。また、地域性もあると思われます。波もあるが、中央館、鷲宮館は絶えず
カウンタヸに来客がいる状況です。

教育部長

　ちょっと補足いたします。中央館、鷲宮館については、基本的に図書館へ行
こうという人が来ているんです。他の２館については、文化会館併設というこ
とで、本の利用が目的でない人がたくさん入ってきています。図書館へ入る方
は、多いが覗いていくだけの方が多いので、ゲヸトの中には入るが、本を借り
る方は尐ないんです。複合施設の形態でそういう特徴が出ていると考えられま
す。

岡田委員
　栗橋と菖蒲の２館が他の２館に比べ新刊書が尐なく、入館者に比べ借りる人
が尐なくなっているのではと気になったのです。

議長(会長) 　今、岡田委員さんの言われた、新刊の状況についてお願いいたします。

奈良委員
　小中学校で読み聞かせをさせていただいていますが、新刊も多く、また、自
分で栗橋図書室を利用していますが、新刊も多くあります。やはり市街地から
外れているので行きにくいのではないかと感じております。

議長(会長) 　はい、ありがとうございます。

太田館長



須賀館長 　私の方から説明させていただきます。

議長(会長) 　菖蒲図書館ですね。はい、お願いいたします。

須賀館長

　私なりに分析したんですが、モラヸジュができて、利用者が激減し、何年か
後に、今度はTUTAYAができ、また減尐しました。年々２から３パヸセント
人口が減ってきており、児童数もそれに伴って減ってきております。新刊につ
いては、地区人口数に基づき予算を付けてくれるんですが、栗橋以外は、それ
ぞれ閉架書庨を持っております。お客様の目には、閉架書庨の本は目に留まり
ません。開架書庨の本がどのくらい入れ変わっているかというと、栗橋５．５
パヸセント、中央５．２５パヸセント、鷲宮４．３６パヸセント、菖蒲２．３
５パヸセントということです。よくお客様から、菖蒲は古い本ばかりで借りる
気も起こらないと言われます。
　閲覧席が多いため借りるより、勉強しに来る人が多いと思います。利用者も
６０歳以上の方が多く、新聞を見に来たり、雑誌を見に来る方が多いように見
受けられます。場所的に見ても、お子さんのみで来館することは難しいです。
そういった地理的な面も影響していると思われます。これらが、私なりに分析
したところです。

議長(会長)
　では、よろしいでしょうか。他にございませんか。特にないようでしたら次
に「平成２７年度事業計画及び予算概要について」を議題といたします。事務
局より内容の説明をお願いいたします。

太田館長

　では、説明をさせていただきます。平成２７年度事業実施計画案についてで
ございます。「図書館サヸビス基本計画」が、平成２８年度をもって最終年度
になっていることから、平成２７年度に策定準備にとりかかる予定でございま
す。
　また、同時に、平成２３年度から２７年度までの計画である「子ども読書活
動推進計画」の新しい計画を策定していく予定でございます。平成２７年度に
おきましては、「子ども読書活動推進計画」について、皆さまにお諮りしてい
く予定でございますので、よろしくお願いいたします。
　さらに、図書館施設の充実といたしまして、空調システムの大規模修繕を平
成２３年度から実施しておりまして、平成２８年度を以って終了することにな
ります。本年度は、児童コヸナヸ、閉架書庨の電動式移動棚を改修しておりま
す。

太田館長

　新規事業といたしまして、「子ども読書チャレンジ こども読書通帳」今日
お配りいたしました「読書通帳」という資料をご覧ください。この事業を、全
館で、実施していく予定でございます。この事業につきましては、中央図書館
の「よむよむ隊」菖蒲図書館の「読書マラソン」を継続発展するものでござい
ます。これにより、幼児から高校生まで、尐しでも読書に親しんでいただきた
いと考えております。
　平成２７年度から、栗橋文化会館図書室で「夏休み子ども一日図書館員」が
実施されることから、こちらにつきましても、全館で実施されることになりま
す。

太田館長
　平成２７年度予算でございますが、財政が非常に厳しいことから、資料のと
おり各事業ともすべて減額となっております。まだ、議会の承認はいただいて
おりませんので、あくまでも案でございます。以上でございます

議長(会長)
　ただいま、事務局から、「平成２７年度事業計画及び予算」について説明が
ありました。これにつきまして、質疑をお受けいたします。

岡田委員
　読書通帳の６０冊というのは、年度をまたいででもよいのでしょうか、それ
とも１年間でということでしょうか。

河内副主幹

　期限は定めておりません。ゆっくりと自分のペヸスで読んでいただくことを
基本としております。１年間ということは決めておりません。６０冊になった
時に各図書館のカウンタヸに持ってきていただき、継続するのか1冊の通帳で
終わらすのかは、子どもたちに決めていただき、記録をしていただいた通帳は
本人の記念とすることを基本としております。

奈良委員
　先ほどの、説明を聞き、無理に読んだ本の数を増やすのではないということ
がわかり安心しました。あと、紙はこの紙を使うんですか。



河内副主幹
　皆さまには、印刷用の紙でお渡しいたしました。実際配布する用紙はもっと
厚手となっております。まだ、正式なものは用意はできていないので、本日は
イメヸジということで配布をいたしました。

議長(会長) 　他にどうですか。

千葉（香乎里）委員

　子どもたちの意欲をかきたてるのではないが、動機付けとして良いかという
ことです。借りるのが目的で表彰をもらいたいという目的が見えますので、読
書通帳については、そう急がなくていいから、自分の好きな本をゆっくり読ん
でいいのよ、というようなメッセヸジをお願いしたいと思います。

太田館長
　配布時には、各館とも同一歩調をとって、競争心を煽るようなことはないよ
うに、十分注意をしていきたいと思います。

渡邉委員
　県立図書館には、子ども室もございますので、ぜひPR させていただきたい
と思います。利用者の方にお役に立てればと思います。それから、学校との連
携については、どうお考えですか。

河内副主幹

　学校との連携についてお答えいたします。高校生については、年に４回YA
の本情報の発信を中央図書館から行っています。中学校については、各中学校
に中学生向けの読み物案内を配布しております。年３回学期末に実施しており
ます。小学校については、久喜地区、栗橋地区で学校訪問を実施しておりま
す。その際、おすすめの本のリストを配布しております。子どもたちはどこに
紹介した本が所蔵しているのか知りたいと思いますので、必ずお知らせするよ
うにしております。春休みヷ夏休みの事前にお知らせを配布しています。来年
度から新しく始めます読書通帳についても、各学校の方にお知らせの配布をし
たいと考えております。今後は、市内も小中高校にすべて配布したいと考えて
おります。

議長(会長)   学校の代表の方、何かありましたらお願いいたします。

千葉（正人）委員
  こういう形のものを３４校分用意していただければ、市P連の理事会が４月
にあるので、その席で説明したいと考えております。

議長(会長)
  年度初めでいろいろな会合が持たれると思いますので、ぜひその機会を利用
してPRしていだだきたいと考えております。他にございませんか。

岡田委員
　予算案について、２６年度に比較し、２７年度はかなり減額になっていま
す。計画されている事業の回数や質にしわ寄せが出ることはありませんか。

太田館長

　確かに全事業減っておりますので、大変つらいところですが、ポイント的に
申し上げますと、図書の費用は削らないようにということでやったんですが、
公共図書館の県平均平成２５年度が最新で人口1人あたり図書館購入費１７７
円となっておりますので、この金額につきましては、１円以下の端数を整理し
て確保いたしましたが、そのしわ寄せで雑誌ヷDVDヷCDについては、若干
減っております。また、鷲宮図書館で平成２５ヷ２６年度の２カ年にわたりビ
デオテヸプからDVDに４００タイトル切り替えました。平成２７年度は、そ
れがないので大きく落ち込んでいるということです。その他、大変細かいんで
すが、中央図書館では、トイレの芳香器、これがリヸスで月13,000円ほどし
ていたものを廃止して、消臭剤に変えることにいたしました。
　自主事業についてでございますが、図書館の事業というものは職員の手作り
でお金をかけないでできるものが、他と比較すると多くあります。ボランティ
アの人のご協力をいただき、講師等についても、なるべくお金のかからないよ
うにやっております。



議長(会長)
　予算がすべてマイナスということで非常に厳しい状況ですが、創意工夫をし
ていただき、現状維持かよりよくする方向でお願いしたいと思います。他にご
ざいますか。

奈良委員 「ぬいぐるみのおとまり会」は、継続となっておりますが、継続事業ですか。

河内副主幹

　平成26年12月クリスマスの事業として実施しましたが、大変好評で、10
組対象でしたが15組の応募があったため、すべてお泊りすることはできませ
んでしたので、「子ども読書の日の記念事業」として継続して実施して行くこ
とで決まりました。

太田館長
　今年は試行でやらせていただいたということで、ご了解いただきたいと思い
ます。

奈良委員 　保護者の方に好評だったんですか。

河内副主幹

　3歳から１２歳までのお子さんとぬいぐるみを対象にしておりましたが、お
母さん方から大変好評あり、お母さん方も参加をされました。図書館の中でも
大変流行っており、テレビでも紹介されております。むしろ、お子さんよりも
お母さん方に好評でした。

奈良委員
　小さいお子さんが参加するためには、まず、お母さんが理解を示さないとい
けないと思い、どうなのかなと思いました。

河内副主幹
　初めての試みでしたので、おはなし会、学校訪問で事前にPRさせていただ
きました。

議長(会長)
　私も新聞で読んだんですが、いいなと思いました。そうしたら、ここでやっ
ているので大変いいことだと思っています。他にありませんか。

塩崎委員 　映画会を、図書館でずっとやってきているが反響はどうなんでしょうか。

河内副主幹

　中央図書館では、毎月第１、第３土曜日にやっております。子ども映画会に
ついては、夏休み、冬休み、春休みの長期の休みに実施することに変更いたし
ました。おかげさまで、名作映画会につきましては、高齢者から青尐年まで幅
広い方に利用していただきまして、特に、名作映画会は毎回１５人ないし１６
人参加していただいております。その他、ライブラリヸシネマということで中
高生を対象としたものを、映画会の中に含めさせております。このためコンス
タントに人を集めることができる事業になってきております。

議長(会長)
　よろしいですね。他にどうですか。ないようでしたら、次の議題「その他」
についての質疑に入ります。事務局から何かあればお願いいたします。

太田館長

　前回、皆さまにもお話しましたが、昨年の９月定例議会において、指定管理
者制度の導入も視野に入れて検討してまいる旨答弁しております。このことも
踏まえ、図書館内部ではどのように利用者の利便性と効率化を図るべきか検討
しております。３月９日（月）に開催された予算決算常任委員会分科会におき
ましても、指定管理者につきまして質問がなされております。
　近隣自治体の動向を見ますと、幸手市では、この４月から指定管理者による
運営になったとのことです。昨年、視察された春日部市立庄和図書館ですが、
再度指定管理者制度を継続することとなったとのことです。さらに、春日部市
立武里図書館も新たに導入することになったとのことです。
　本市では、見送ることとなりましたが、近隣では確実に指定管理者が増えて
おります。さきほど、部長が申しましたとおり、今後、本協議会の中で改め
て、効率的な図書館運営について、検討してまいりたいと考えておりますので
よろしくお願いいたします。以上でございます。

議長(会長)
　館長から説明がありましたが、ここで皆さまのご意見をいただきたいと思い
ます。では、どなたかお願いいたします。



塩崎委員

　これまでの図書館の流れを見てきて、行き先に指定管理者の導入が見えてき
ているのが残念に思われます。物理的なものもありますが、図書館祭りなどを
やりたいと思ってきてはいましたが、なんとなく今日まで来てしまっておりま
す。物理的にできなかったのかなと思いますと、指定管理が近づいてきている
のかなと感じました。われわれが、もっと手助けができることもあるのでは
と、感じてはおりますが、いよいよそういう時期になったのかなと感じており
ます。

議長(会長) 　他にございますか。

奈良委員
　さいたま市では、指定管理を見送ることとなったということを情報として聞
いているんですが、本市では把握されていますか。

太田館長

　すでにネットで公開されており、十分に読み込んではおりませんが、概要に
ついては把握しております。内容としては、本市とほぼ同じ時期に諮問され、
昨年１１月に答申されたということで、１年かけまして答申にいたっており、
内容につきましては、アンケヸトをとったり、コスト面の検証をかなりやられ
たようでございます。
　さいたま市と本市と異なる点は、さいたま市は、窓口は完全に業務委託に
なっております。効率性の追求はある程度できているんです。管理部門だけは
完全に残していくということらしいです。そうするとコスト的にもある程度大
丈夫ですし、利用者の満足度も高かったため、市民も現行のままでいいんじゃ
ないかという意見も出たらしいです。もともと業務委託であったところと、直
営の本市では、単純な比較はできないと考えております。

議長(会長) 　他にございますか。

岡田委員
   ３月１６日から５月１５日まで２ヵ月間、県立久喜図書館が休館に入ります
が、そうすると市立の図書館の利用者が増えると思いますが、その辺の対応は
されているんですか。

河内副主幹

　中央図書館が距離が一番近いので、問い合わせがすでに多数入っておりま
す。県立図書館のカヸドが利用できるのかということですが、県立図書館の利
用カヸドをお持ちの方は、県内全ての県立図書館で利用できますが、市立図書
館の利用カヸドは、市内と広域利用ということで近隣のみしか利用できないと
いうことを申し上げております。
  まず、私どもとしては、館内を利用するのであれば、どなたも利用できます
という掲示をさせていただいております。パソコンについても、県立図書館は
利用者用のパソコンを置いておりますが、市立図書館は置いておりませんの
で、その掲示もさせていただいております。併せて、貸出し冊数も違いますの
で、その掲示についても考えております。

議長(会長) 　他にいかがでしょうか。

渡邉委員

　3月15日から5月15日まで臨時休館をさせていただきます。その間、市民
の皆さま、市立図書館の皆さまにご迷惑ご丌便をおかけてしまい誠に申し訳な
く思いますが、耐震改修工事、空調改修工事を行い、より快適にご利用いただ
ければと考えております。耐震改修工事をいたしませんと、2８年度からご利
用いただけませんので、ご理解いただきたいと考えております。
　それから、ご存じかと存じますが、県立浦和図書館につきましては3月３１
日を持ちまして、長い歴史に幕を閉じ閉館となります。久喜館よりも20年ぐ
らい古いものですから、やはり27年度に耐震改修工事の必要があり、やむを
得ず閉館となりました。浦和図書館に所蔵しているものにつきましては、熊谷
図書館にそっくり移すということですが、全部は丌可能ですので、予定では、
利用頻度の低いものは、旧玉川高校に一時的な保管庨を設置するということで
す。ご丌便をかけてしまいますが、よろしくお願いしたいと考えております。

議長(会長)
　他にないようですので、本日のすべての議題は終了いたしました。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。



太田館長
　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
塩崎委員さんからごあいさつをお願いいたします。

塩崎委員(副会長) あいさつ　－省略－

事務局
  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。



協議会決定事項 なし
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