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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４回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成３１年１月２５日（金） 

開始・終了時刻 午前１０時００分から午前１１時２０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・高橋和治・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・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名 成塚義男 

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 

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 

杉田中央図書館管理係長・関中央図書館奉仕係長 

大越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』の一部変更について（諮問） 

（２）指定管理者との協議概要について（報告） 

（３）その他 

４ 閉会 

配布資料 平成３０年度第４回久喜市立図書館協議会次第 

諮問書（写） 

資料１-１ 『図書館サービス基本計画』の数値目標について 

資料１-２ 久喜市図書館サービス基本計画（案） 

資料１-３ サービス基本計画の追加箇所について  

資料２   指定管理者との協議概要について 

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） 定刻となりましたので、ただいまから、平成 30 年度第 4 回図書館協議会を

開催いたします。 

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。よろしくお願いいたします。 

本日は、委員総数 10 人中、出席委員 9 名でございます。従いまして、図書

館協議会運営規則第 3条第 2項に規定されている会議の開催要件を満たしてお

ります。そのことをご報告させていただきます。 

なお、傍聴人はいらっしゃいません。 

それでは、次第に従いまして、塩崎会長からごあいさつを頂きたいと存じま

す。会長、よろしくお願いします。 

議長（会長） （あいさつ） 

司会（関根） 会長、ありがとうございました。 

次に、議事でございます。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、会長、よろしくお願いいたします。 

議長（会長） それでは、しばらくの間、議長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、皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

はじめに、会議録の署名委員でございますけど、沖沢委員と柴崎委員を指名

いたしますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、さっそく、議題の 1です。「『久喜市図書館サービス基本計画』の

一部変更について（諮問）」を議題とします。ということでございますので、

図書館サービス基本計画について進行したいと思います。 

事務局（堀内） ここで、諮問の方をさせていただきたいと思います。 

－諮問書を読み上げ塩崎会長に手渡す－ 

議長（会長） それでは、ただいま、館長の方より図書館サービス基本計画の変更について

ということで、諮問をいただきました。これまで、28年度ですか、計画を 2年

間延長したところです。 

事務局（堀内） 前回、平成 28年度に、最初の、現在の久喜市図書館サービス基本計画の計 

画期限となったところでございまして、その際は子ども図書館というものの建

設というものが話題に上っておりまして、実現に向けて進めていたところなの

ですが、この子ども図書館の具体的な内容をやはりサービス基本計画の中に盛

り込むべきではないかというようなご意見等をこの図書館協議会の場でもい

ただきまして、2年間延長という形で現在に至ってきたところでございます。 
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今年度がその延長後の計画期限ということになっておったわけでございま

すが、今回は、指定管理者制度の導入が来年度入ってくるというわけで、この

あたりを勘案してさらに延長をさせていただきたいということで、諮問をさせ

ていただきたいというように考えております。 

詳細につきましては、この後、担当の方からご説明させますので、よろしく

どうぞご審議の程、お願い申し上げます。 

議長（会長） ありがとうございます。本来であれば、図書館サービス基本計画は本当にや

るわけだったのですけども、途中で子ども図書館という、いろいろ話が出てき

ましたので、そのままペンディングになっておったわけです。 

従いまして、また、ご案内かと思いますけど、市長選で、だいぶ市長の考え

方が変わってきまして、その辺なかなか難しくなってきました。そこで、改め

て、今日、館長の方から、ただいまお手元にございましたように、改めて諮問

するという形になりましたので、ご理解の程をお願い申し上げます。 

それでは、早速ですけど、杉田さん、説明の方、お願いいたします。 

事務局（杉田） 議題 1の「『久喜市図書館サービス基本計画』の一部変更について（諮問）」

につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料 1を、まず、お手元にお願いします。 

現在の『久喜市図書館サービス基本計画』は、平成 24 年 5 月に策定した計

画で、その後の諸事情により、計画期間を 2 年延長して平成 30 年までとする

一部変更の改正を行って、現在に至っております。 

このようななか、去る 11月議会におきまして、「指定管理者の指定について」

の議案が原案どおり可決いたしましたことから、平成 31 年度から市立図書館

全 4館に指定管理者制度を導入して、株式会社図書館流通センターが管理運営

を行うことになりました。 

指定管理者制度の導入につきましては、当協議会でも議論していただきまし

たとおり、大前提として、従来の財政コストをほぼ維持しながら、行政サービ

スを大きく向上するということでございました。 

現在の『久喜市図書館サービス基本計画』は、直営による管理運営を前提に

策定した計画でございますので、今回の指定管理者への移行に伴い、当然のこ

とながら、本計画の見直しを迫られるものでございます。 

また、本計画の見直しにあたりましては、指定管理者の管理運営に対する図

書館利用者の声なども必要不可欠なものとなってまいりますことから、最低で

も指定管理者による 1年間の管理運営を踏まえたうえでの利用者アンケートを

実施して、その結果を本計画の見直しに反映させる必要があるものと考えてお

ります。 

以上のことから、資料 1-2 になりますけど、1 ページにありますように、現
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在の『久喜市図書館サービス基本計画』の計画期間を、さらに 2年間延長して

平成 32年度までに変更するものでございます。 

また、この計画期間の延長にあわせまして、資料 1-3のとおり現状の状況の

数値の追加などの所要の変更を行うとともに、各施策に掲げた指標の目標値

も、資料 1-1のとおり変更するものでございます。 

はじめに、資料 1-2の 1ページ、「2 計画の期間」でございます。「平成 28

年度までの 5年間」を「平成 32年度まで延長」とするものでございます。 

次に資料 1-2の 5ページ、「（2）施設の概要」の下の段になります、「開館時

間」と「休館日」の欄につきまして、資料 1-3の 1ページの「開館時間」と「休

館日」のとおり変更を予定するものでございます。 

なお、この変更部分につきましての詳細な説明は、「議題の（2）指定管理者

との協議の概要について」において、改めて説明いたします。 

次に資料 1-2 の 6 ページから 11 ページまでの中にある、四角枠の中にある

「蔵書所有状況」や「利用者の年齢別構成」などの資料につきましては、資料

1-3の 2ぺージ以下にあるとおり、平成 29年度の数値などを表し、平成 21年

度の数値と対比できるようにいたします。 

次に、資料 1-2の 17ページになります。「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」として、「施策 1 レファレンス

と課題解決型サービスの充実」の指標「レファレンスに対する利用満足度」で

ございます。 

資料 1-1にございますように、現在の目標値「47.5％」に対しまして、平成

28年度の利用者アンケートでは「51.9％」でございました。 

今回の変更では、「53.0％以上」とするものでございます。 

次に資料 1-2 の、19 ページ、「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」として、「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」の指標「学校への団体貸出冊数」と「学校訪問事

業実施学校数」でございます。 

資料 1-1 にございますように、「学校への団体貸出冊数」は、現在の目標値

「670冊」に対しまして、平成 29年度実績が「916冊」でございました。 

今回の変更では、「1,500冊以上」とするものでございます。 

また、「学校訪問事業実施学校数」は、現状の目標値「20校」に対しまして、

平成 29年度実績が「15校」でございました。 

今回の変更では、「23校」とするものでございます。 

次に資料 1-2 の、21 ページ、「基本目標 3 高度情報化に対応した図書館」

として、「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」

の指標「インターネット閲覧可能パソコン数」でございます。 
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資料 1-1にございますように、現状の目標値「8台」に対しまして、平成 29

年度実績が「0台」でございました。 

引き続き「8台」とするものでございます。 

次に資料 1-2 の、22 ページ、「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」として、「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」の指標「予約件数」でございます。 

資料 1-1にございますように、現状の目標値「21,700件」に対しまして、平

成 29年度実績が「73,005件」でございました。 

今回の変更では、「73,500件以上」とするものでございます。 

 次に資料 1-2 の、24 ページ、「基本目標 5 すべての市民にとって利用しや

すい図書館」として、「施策 5 さまざまな利用者に対応したサービスの充実」

の指標「人口一人当たりの貸出冊数」と「おはなし会参加者数」でございます。 

 資料 1-1 にございますように、「人口一人当たりの貸出冊数」は、現状の目

標値「5.00冊」に対しまして、平成 29年度実績が「5.02冊」でございました。 

 今回の変更では、「5.43冊以上」とするものでございます。 

 「おはなし会参加者数」は、目標値「3,300人」に対しまして、平成 29年度

実績が「4,208人」でございました。 

 今回の変更では、「4,300人以上」とするものでございます。 

 次に資料 1-2 の、26 ページ、「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」として、「施策 6 市民ニーズに応じた効果的・効率的

な図書館運営」の指標「図書館職員に占める司書の割合」でございます。 

 資料 1-1にございますように、現状の目標値「60.0％」に対しまして、平成

29年度実績が「47.1％」でございました。 

 今回の変更では、引き続き「60.0％以上」とするものでございます。 

次に、資料 1-2の 29ページ、資料 1 久喜市立図書館利用者アンケートの結

果につきましては、資料 1-3 の 6 ページ、平成 28 年度久喜市立図書館利用者

アンケート結果が最新のアンケート結果でありますので、この資料と差し替え

ます。 最新のものにしていくという考え方でございます。 

次に、資料 1-2の 55ページ、資料 5 久喜市立図書館協議会委員名簿の後に、

資料 1-3の 23ページ、24ページの平成 28年度及び平成 30年度の委員名簿を

追加いたします。 

 最後に、資料 1-2の最終ページを、資料 1-3の 25ページのとおり、「改正：

平成 29年 1月、改正：平成 31年○月」を追加いたします。   

以上が、「『久喜市図書館サービス基本計画』の一部変更について」につきま

しての、事務局からのご説明でございます。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
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議長（会長） ありがとうございました。それでは、最初の資料 1-1に則って進めて、もう

一度確認したいと思います。基本目標 1、施策 1 レファレンスと課題解決型

サービスの充実ということで、レファレンスに対する満足度は現状の目標値が

47.5パーセント、平成 28年度は 51.9パーセント、変更後は 53.0パーセント

ということでございます。 

ここから、ご質問をお受けいたします。いかがでございましょう。相対して

みんな、数字がすごい高くなるのだなというのがわかると思いますけど、指定

管理になるということになると、目標値も高く設定できて、具現化するのかな

という感じが見えるわけですけど、どうぞ、どれでも結構です。ご質問いただ

ければと思います。 

松本委員 はい。よろしいですか。 

議長（会長） はい、松本委員。 

松本委員 資料 1-1の項目について説明を受けたわけですけども、基本計画の中の現状

は、平成 22 年度が全部書いてありますよね。達成度の指標のところ、全部平

成 22年度の達成度に対して、今回目標値を 32年度まで改めるという目標値の

変更になっていますけど、現状は、最新のデータがあるのですけど、このまま

22年度でいくのですか。それとも、30年度のデータが出ているわけですから、

新しい現状に変えなくていいのですか。意味、わかりますか。お伺いしたいと

思います。 

議長（会長） 館長。 

事務局（堀内） ただいまのご質問でございます。今回、図書館サービス基本計画というもの

が元々ございまして、それについては、もう全面改訂をしないという形で、こ

の計画そのものを 2年間スライドさせたいというご提案でございますので、基

本的にそこの中身は変えないという形で考えてございます。ただ、その 2年間

延長するに当たって、今、松本委員の方からもお話ありましたように、現状値

がどうなのかというところで、現状値がもう達成しているのに 2年間スライド

させても、それは意味が無いので、その部分は、やはり、現在考えられる範囲

で目標値の水準を上げるべきところは上げていこうというのが、今日の諮問の

趣旨でございます。そのために、この資料の 1－1 の方で、最近のデータを先

程担当の方からご説明をさせていただきました。 

また、1-3のほうでも、必要な情報を修正、元々が、この平成 22年とかの所

蔵資料とか、年齢別構成がこの計画の中には入っているのですけれども、最新

の情報をお示しした上でご審議いただきたいということで、根っこは、計画そ

のものをこのままスライドさせるということですので、全面改正ということで

は考えてないところでございます。ご理解いただければと思います。 

議長（会長） よろしいですか。ほかにございますか。もし、よろしければ、2番でも結構 
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です。学校との連携強化です。これも 23校。23校ですから全校ですよね。 

事務局（堀内） 小学校、全校です。 

議長（会長） 当然、23校やっていただくのはいいことです。 

差し支えなければ、基本目標 3番の ICT情報提供の推進について、現状の目 

標値が 8台のところ、0台、0台でずっと行ったわけです。 

どうぞ、早瀬さん。 

早瀬委員 高度情報化についてなんですけれども、ここでは、パソコンの台数を言って

いるので、直接私の意見と関係ないかもしれないですけども、どこで発表した

らいいかわからないので、ここで言わせていただきたいのですが、今、本をリ

クエストするときにパソコンで調べて、無い場合は紙に書いて提出するように

なっていますよね。非常に原始的だなと思って。紙もそれですぐ無くなってし

まうし、パソコンで充分できる作業だろうと思うので、できれば、ゆくゆくは

そういうようにしていただけたらという気持ちがあります。 

あともう一点は、もう電子書籍がかなり世の中では普及していて、宮代図書

館では、たしかもう、電子書籍が借りられるのです。その辺詳しく調べたわけ

でも、借りたわけでもないのですけども、電子書籍の導入とか、その辺の扱い

も、これから検討していくべき点ではないかと思います。ぜひ、よろしくお願

いします。 

議長（会長）  ただいまの件、お願いします。 

事務局（関） 予約の関係なのですけども、おっしゃっているのは、所蔵してない資料のリ

クエストということでしょうか。 

早瀬委員  はい、そうです。パソコンで普段は頼めるのですが、調べて出てこないとき

には、紙に書いて出すではないですか。 

事務局（関）  今、ご案内がありましたのは、久喜市立図書館のホームページで蔵書の検索

ができるようになっておりまして、久喜市立図書館内にあるものについては、

一部の資料を除きまして、パソコンからインターネットを通じて、ご自宅から

予約を入れていただくようになっているのですけども、今、早瀬委員からご指

摘いただきましたのは、久喜市立図書館で所蔵していない資料のリクエストと

いうのは、実は、パソコンではできないようになっていて、ご自宅で調べて、

無かったと思ったら、図書館の方にお出でいただいて、図書館の窓口に、リク

エスト票という用紙を出していただいてご要望を伺っているというやり方に

なっております。これは、以前から、やはりご要望はいただいているところな

のですけども、現状では行っておりません。ひとつの考え方としては、一方的

にそのパソコンからいただいたところで、必要とされている資料の情報が充分

な場合もあるのですけども、もし、少し不十分な場合も懸念しておりまして、

それで窓口でしっかり確認をしながら未所蔵の資料についてはお受けしたい
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という考えのもとに、現状ではパソコンではできないという形で承っておりま

す。ご意見いただいておりますので、今後参考にはしていきたいとは思ってお

ります。 

早瀬委員  よろしくお願いします。 

議長（会長）  よろしいですか。どうぞ、館長。 

事務局（堀内）  それでは 2点目の、電子図書館の関係なんですけども、今回指定管理者の導

入ということで、提案書の中でも電子書籍については、提案の中に入ってござ

いまして、現在、協議協定の中で、その辺の部分をいつから始めて、どういう

本を配置するか、特に電子図書館の場合には、種々雑多なコンテンツがあるも

のですから、どういった本がやはり公立図書館に合うのか、合わないのか、そ

の辺を見極めていかなければならないということで、時間をかけて調整をして

いるところでございます。また、協議が成りますれば、こちらの協議会の方で

ご報告をさせていただきたいと考えておりますので、電子図書館については導

入をしていきたいという気持ちで現在考えておるところでございます。 

早瀬委員  よろしくお願いします。 

議長（会長） 

 

ありがとうございました。今の件、髙橋館長、何か、話ありそうですか。県

立でやっていることが。 

髙橋委員  特にないです。 

議長（会長） ありがとうございました。 

横内委員 ちょっと、いいですか。 

議長（会長） どうぞ。 

横内委員 パソコンなのですけど、8 台というのは、設置をするときに、どのあたりに

設置をする予定なのでしょうか。お願いします。 

事務局（杉田）  パソコンの設置についてなのですけども、パソコンを使える席としまして

は、すぐそこの 2階のところに席を置いてあるのですけど、パソコンが設置で

きるような設備がまだ用意されておりません。指定管理者制度を導入していく

という話の中で、現在、協議をしている中にありますのが、閲覧可能なパソコ

ンを設置することは難しいという中ですが、Wi-Fi 環境を整備することによっ

て、個人が持ち込んで図書館内でできるというような対応ができるようにして

いきたいという形で、協議をやっているところでございます。まだ、まとまっ

てないものですから、今日の、この後の報告でもできないのですけども、まと

まり次第お話をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

横内委員  ありがとうございました。 

議長（会長） 塚越委員。 

塚越委員 指定管理になるというところで、大きく 8台という可能性が広がるのかわか

りませんけれども、予算的な面が大きいところもあるのかと思うのですけれど
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も、8 台全てが可能になるのか、それの 8 に近づくのか、予算的な面はいかが

な見通しなのでしょうか。 

議長（会長） どうぞ、館長。 

事務局（堀内） 今、横内委員と塚越委員の方から、インターネットの閲覧可能なパソコン数

の目標の関係でご質問をいただきました。これについては、大変厳しいという

ように私自身は、考えているところでございます。 

平成 22 年度に、こういう計画を作りましてやってきたわけですが、28 年度

に至ってもやはり設置できない、30年度に至っても設置できない。何がやはり

問題かといいますと、セキュリティの問題が非常に難しい。 

市がパソコンを設置しますと、安易にいろんなところに入りこんで犯罪に使

われるとかいうことは懸念していかなければならないというようなことがあ

りまして、そうなりますと、やはり、システムの構築から通常の維持管理を含

めて、図書館の職員がそこの部分をちゃんとケアできるのかどうかという部分

もございます。 

それから、今、塚越委員にもございましたが、導入の際の当然経費もござい

ます。そういう諸々を考えていきますと、旧久喜市のときに、やはり一般の市

民の方が利用できるパソコンを公民館とか公共施設に 1台くらい配置していた

時代もあったのですけども、それが、経費的にも、一部の人の利用になってし

まうとか、いろいろな問題があって廃止した経緯がございます。そういうこと

もありまして、今、杉田の方から説明がございましたように、Wi-Fi 環境を整

備して、持ち込みによってやるというような方向に少し視点を変えながら、ICT

を導入した高度な情報提供の推進に対応していきたいというようなことで考

えてございますが、今回のご提案は、サービス基本計画の一部変更ということ

でございますので、ここをそのものをまるまる変えるということは現在考えて

いないので、とりあえず平成 22 年度に策定したこの計画を遵守しながら、目

標値も今の段階で 0 台でございますが、平成 22 年度の計画と同じように 8 台

ということで、目標値とさせていただきたいと思っております。 

議長（会長） ありがとうございました。ほか、よろしいですか。 

基本目標の 4番に、ネットワークによる機能的サービスを提供する図書館と

いうことで、ネットワークや関連機関との連携体制の整備ということで、現状

の目標値 21,700件に対して、29年度は実績が 73,005件あったということです。

変更後は 73,500 件ということになります。異存ございますか、何か。格別、

よろしいですか。 

髙橋委員  指標のことではないのですけど、よろしいでしょうか。この中の記述で 1点

だけ気になったところがあったのですが、事業の 11、庁内各部課やその他の関

連機関との連携協力のうち、下から 2項目、その他の機関との相互協力の中に、
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「東京理科大学」が入っております。これについては、あくまでも、計画を作

った時点ではそれが存続していたので、そのまま残すというお話なのかと思い

ますが、実態はこれが無いものですから、そのあたりを今後どのように運用さ

れるかどうかを確認したいのですが。 

議長（会長） はい、お願いします。 

事務局（関）  東京理科大学に限らず、いずれの大学図書館、またほかの市外にある市立図

書館や県立図書館、図書館同士のネットワークということでは、通常連携は行

っておりますが、ここでわざわざ「東京理科大学経営学部」というように掲載

されているということは、東京理科大学が久喜市内にあったということで、通

常の連携を超えたもう少し進んだ連携を想定しているものと考えられますの

で、東京理科大学経営学部が久喜市から撤退された今となってみましては、そ

れが難しくなってくると思われますので、この部分は削除という方向でご提案

させていただきたいたいと思います。 

議長（会長） 削除というかたちですね。 

髙橋委員 事務的な話なのですけど、計画を立てた時点では東京理科大学がまだあった

ことがわかるように、むしろ、切ってしまうのではなくて、見え消しの形の方

がよろしいのかと思うのですけれども。 

議長（会長） よろしいですね。参考にしてください。ここまでよろしいですか。今の件は

よろしいですか。 

そうしたら、基本目標 5番のすべての市民にとって利用しやすい図書館という

ことの施策 5、一人当たりの貸出冊数が 5.43冊以上の目標ということでござい

ます。この点、ご質問はございますか。 

 早瀬さん。 

早瀬委員 昔からの素朴な疑問なのですけど、全ての市民にとって利用しやすい図書館

ということを謳っているのですが、例えば、参考書関係とか、資格試験の本と

いうのは、たぶんどこの図書館もそうだと思うのですが、一切置いてないです

よね。今は、若い子達、副業しなくてはならない時代で、当然、資格を取らな

ければいけない人たちがいっぱいいて、ニーズが非常に高いと思うのですよ。

なのに、なぜ、あと、高校生なんかで参考書とか、あまり買えない子がいると

思うのです。置いてあげたらいいのにといつも思うのですが、参考書とか資格

とか、そういう勉強関係のもの、置かない理由って何ですか。どこの図書館も

そうなのですけど。 

議長（会長） よろしいですか。 

事務局（関）  まず、多くの図書館がそういった問題集とか参考書というのは置いていなく

て、資格を取るのに参考になるような資格ガイドの本とか、職業の選択の参考

になるような資料というのは意識して集めてはいるところなのですけど、今お
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っしゃっているのは、たぶん、個人でお使いになるような、勉強の教科書の参

考書とか、受験の参考書、問題集とか、資格試験の問題集的なものというよう

に受け止めてよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、やはり現状のところ、図書館としては、そういった個人の

方が自分で買って、書き込んだりすることも想定して使うことだというものに

ついては、個人の方に購入していただければということで、多くの図書館が購

入していないのではないかと思われます。 

早瀬委員  書き込みが問題なのですね。                   

事務局（関）  書き込みというか、個人的に使っていただくということでしょうか。 

事務局（堀内）  この、基本目標 5で計画している、すべての市民にとって利用しやすい図書

館というのは、非常に幅が広い問題で、公立図書館の場合に限られた予算をど

ういう形で選書をして、所蔵資料の分類というのですか、どの辺に力を入れな

がら、まんべんなく、いろんな方に利用しやすいようにやってもらうかという 

ところが、たぶん永遠の課題という形でいつも考えていかなければならない。

久喜市に限らず、どこもそうだと思うのですけど、最近は、やはり市町村立 

では、子どもさんを対象にした児童書と一般書という大きく二つに分けてやっ 

ていく中に、最近はそこに障害者とかの、点字であるとか LLブックであると 

か、布絵本であるとか、そういったものが大体入ってきて、そのほかに、ビジ 

ネス支援であるとか、そういったものについて力を入れたりしているところも 

最近では出てきているわけです。 

資格試験なんかは、先程申し上げたとおり、若干ビジネス支援ということで

力を入れている図書館もございますし、久喜市もそれなりに、ビジネス支援に

ついて、中央図書館ではコーナーまでいかなくても、ビジネス支援についても、

チラシとかそういうものを置いてビジネス支援に少し貢献したいという思い

はございます。 

 そういった中で、先程出てきた参考書類につきましては、個人的なものでお

買い求めて、皆さんで共有して使うということではなくて、そういう基準で全

国的には、いっているのかなというところです。 

早瀬委員 それまでではないだろうという判断でやっているのですね。わかりました。

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。資格参考書は、あまりないですか。 

ほかにございますか。県立も無いですか。 

髙橋委員 県立も入れてないです。大学受験にあたって、各学校ごとの過去何年間の問

題という、いわゆる赤本ですとか、そういった類のものもあるかと思うのです

けど、あのようなものも置いてないですね。やはり、それぞれ参考書ひとつと

ってみても、製作会社、出版社の考え方によって、内容が微妙に異なったりと
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いうこともありますので、どれが一番適切なのかということになると、個人の

判断に委ねて、選んで買っていただくのが筋かということで。もちろん、ガイ

ドブック的なものは県立でも用意はしておりますけど、個々のこの試験に対す

るいわゆる対策本、問題集みたいなものは一切置いてございません。 

議長（会長）  と、いうようなことです。ありがとうございました、貴重なご意見。ほかに

ございますか。 

松本委員  前に戻ってしまって申し訳ないのですけど、ICTの関係なのですけど、先程、

目標値 8台のままでというお話があったところなのですけども、目標値 8台と

いうのは、結局、達成 0 に近いですよね、お話きいていると。0 に近いのに何

で、それを目標にするということですよね。なおかつ、なぜ閲覧可能なパソコ

ンを設置することが、図書館としてあるのかということもわからなくて、Wi-Fi

環境を整備するということであれば、わざわざノートパソコンをきっと持って 

こないですよね。タブレットとか、スマホでも、Wi-Fi 使えますから。Wi-Fi 

の方向で行きたいというお話がありましたけども、すると、余計パソコンの方

がいらなくなってしまう。 

要するに、市当局として本当にパソコンを 8台入れたいということで進んで

いるようなお話には聞こえなかったので、インターネット閲覧可能なパソコン

を設置する必要性が図書館としてはこういう理由があって、こういうことで必

要がありますので、ぜひ 8台の目標値で設定したいということであれば、話は

わかるのですけど、お話を聞いていると、23年度が 0だから、今の世の中で、

閲覧可能なパソコンが必要なのだろうというお考えで入れたのだと思うので

すけど、これから図書館が進んでいく方向性としてお話を聞いていると、8 台

の意味は無いし、なぜ目標を 8台にしてこのまま 2年延長して、まるっきり、

達成不可能な、不可能と言っては失礼ですけど、ご努力はされるのでしょうけ

れども、おそらく予算折衝なんかでも、認可されない、落ちないという気持ち

もしているのですけど、そのところ、すっきりしたかったので。 

議長（会長） あまり、リアリティーが無いと。 

事務局（堀内） 申し訳ございません。私の説明があまり上手ではないのですけど、こちら資

料 1-2 の 21 ページをご覧いただきたいと思います。ここで、達成度の指標と

いうことで、インターネット閲覧可能パソコン数、目標値を 8台というように

してございます。 

その下の事業 8の、インターネット利用環境の整備の内容を見ていただきま

すと、「インターネットで配信される有料データベースを閲覧するためのパソ

コンを設置し、利便性を向上させます」ということで、現在、有料データベー

スを職員の方、中央図書館で購入して、必要な場所については、事務用パソコ

ンをご覧になったり、あるいは、打ち出したものを見ていただいたりという形
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で進めてございます。その下の「持ち込みパソコンでインターネットを利用で

きる環境を整備します」ということで、これはまさに Wi-Fiということなので、

内容自体は、少しずつ動いているのですけど、指標そのものがこうなっている

わけでございますので、そこの部分は今回変更しない、基本的に 8台を変更し

ない。今回 8 台に変更するのではなくて、平成 22 年度の目標値をそのままと

いうような考えでございます。 

もちろん、この計画そのものを全面的に見直しをする際には、そこの部分を

含めまして、松本委員さんがおっしゃるような形で、修正が必要になってきて、

市としてはこう考えていきたいと提案をさせていただきたいというように思

っているところでございます。 

松本委員 ほかの所は、目標値を変えているではありませんか。ここはどうして 8台に

こだわるのですか。4台だっていいのではないですか。 

事務局（堀内）  減らすという意味ですか。 

松本委員    自分としては、納得行かないもので、結構です。 

議長（会長）  今のところも、参考までに、ひとつインプットしておいてください。よろし

いですか。 

ほかにございますか。そうしたら、基本目標 6番の効果的・効率的により良

いサービスを提供する図書館ということで、図書館職員に占める司書の割合で

す。現状の目標 60パーセント対して、29年度の、47.1パーセント、変更後の

目標 60.0 パーセントに、ということでございます。司書は、当然、多いに越

したことはないのですけど、いかがでしょう。 

早瀬委員 

 

司書とは関係ないのですけど、こういったお話ばかりで申し訳ないのですけ 

ど、効果的・効率的により良いサービスを提供するといっていただいているの

ですが、今現在、DVDをリクエストする方法がまったく無いのです。 

例えば、これはみんなが見たほうが良い内容の DVDなんですよ、ぜひ、リク 

エストさせてくださいとお願いしたことがあるのです、受付で。 

でも、それはできませんというように言われたのですね。せめて、その、頼 

んで、これは図書館として置くべきものではないという判断になりましたとい

うことならまだわかるのですけど、お願いする方法すらないということはどう

なのかと思ったので、それをひとこと言いたいと思ったので。 

議長（会長） いかがでしょう。 

事務局（関）  実は、DVDだけではなくて、CDについても、視聴覚資料につきましては、所

蔵していないものの新たな購入によるリクエストという形では、お受けはして

おりません。理由としては、それぞれの資料が高額なため、かなり絞って購入

せざるを得ない状況もございますので、皆さんからこれを買って、あれを買っ

てというようにいただいても、対応しきれないことが多くございますので、そ
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ういったこともございまして、基本的には、無いものについては、購入はお受

けできないということで申し上げているところではあります。ご了承いただけ

ればと思います。担当に伝えて、参考にさせていただくことはあるのかもしれ

ないですけど、購入しました、しませんでしたということで、リクエストとい

う形ですと、そういうことを必ずお答えするようなやり方になっているので、

そういったことを全ての市民の方からお受けすることは難しいというところ

がございまして、CD・DVD につきましては、リクエストは受けていないという

事情でございます。 

議長（会長） どうぞ、館長。 

事務局（堀内） 

 

図書館所蔵資料の中には、図書資料と、それから、今、話がありました視聴

覚資料という大きく 2つが、今、久喜市立図書館では、基本になってきている

のかというように思うのですけど、図書資料につきましては、リクエストを受

けて、先程もありましたけど、所蔵してないものの図書についてリクエストを

受けた場合に、新たに購入するという選択肢と、それから、ほかの図書館から

借りるという、そのほかにもいくつかあるのですけども、大体このふたつに大

別して選択しています。ほかの図書館から借りるというのは、あくまでも図書

館間の協定でもって動いている話でして、そういったものについては今、協定

がある限りは最大限活かしながら、経費を安く済む部分についてはこちらが借

りて、逆にこっちが貸すという場合もあります。 

視聴覚資料の場合は、そういうのが非常に難しいということで、リクエスト

があるともう、購入するかしないかという話になってしまいます。その時に、

関の方から説明しましたけども、視聴覚資料に占める予算の割合が非常に少な

いものですから、やはり多くのリクエストを聞いて対応するということが、事

務的には非常に難しいのかというように考えておりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

早瀬委員 ありがとうございます。 

事務局（関） 

 

DVDにつきましては、実は、著作権法上、ほかの図書や CDと異なっていて、

貸出をするためには、特別な権利の処理をしたものを購入しなければならない

ということで、それだと、市販の DVDよりもかなり高額になってしまうという

事情もございます。また、それから、図書館用として購入できる DVDというも

のも限られていたりしてしまっているという事情もございます。ご理解いただ

ければと思います。 

早瀬委員 ありがとうございました。 

議長（会長） 

 

よろしいですか。なかなか、いろいろ課題があるものですね。 

ほかにございますか。 

お願いします。 
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髙橋委員  数値目標ではなくて、内容に関わってしまうのですが、26 ページの事業の

19、管理運営体制の検討という項目があります。今回、この計画に基づいて指

定管理が導入されて、ひとつの成果が出ているというところを考えれば、ここ

については、今後延長するにあたっては、独立した事業目標として打ち出す必

要はないのではないでしょうか。先程と同じで、見え消しというのでしょうか、

そんな取り下げの方法もあるのかなと思うのですけど。 

議長（会長） 

 

 ありがとうございます、貴重なご意見。ご案内かとは思いますけど、本市で

は、これまで、今やっている図書館サービス基本計画、それからもう一本、子

ども読書活動推進計画というのを、二本立てでずっとやってきたわけです。子

ども読書活動推進計画とういのは、これも法律的に決められているわけですか

ら、各地でもやってらっしゃると思うのですけど、ただこのサービス基本計画

においては、やっているところと、やっていないところがあるのだと思います

けど、この辺は、館長、どうですか。 

お願いします。 

事務局（堀内） 

 

 

今の、ご意見ありがとうございます。先程の東京理科大学経営学部につきま

しては、撤退したということで、ここの部分については見え消しで修正をさせ

ていただきたいというように考えておるのですが、今ご指摘いただきました

「指定管理者制度の導入について検討します」というところにつきましては、

達成したことイコール見え消しにしてしまうということになりますと、ほかの

部分へも影響してしまいますので、これはこれで達成したということであって

も、この計画の中で、最終的に達成項目期限が来たときにまた活きてくるのか

と思っておるのですが、この部分はこのまま生かさせていただければと思いま

す。 

議長（会長） 図書館サービス基本計画というのは、県ではどのように、指導、あるいは、

またほかの市ではどうなのでしょう。お願いします。 

事務局（堀内） 

 

 

県の話は、副会長の方からお話いただいた方が本当はよろしいのではないか

と思うのですけど、埼玉県では、サービス計画という形のものではなくて、埼

玉県立図書館運営の基本方針というようなものを出して、その中に事業計画と

いうのをスライドさせて、下位に持ってきて、3 か年計画という形でローリン

グさせていくというスタイルを採ってございます。この、埼玉県で採っており

ます埼玉県立図書館運営の基本方針というこの考え方は、実は図書館の設置及

び運営上の望ましい基準という文部科学省告示がございますが、こちらの方で

義務づけられている。策定し、公表するよう、努力義務ですけど、「策定し、

公表するよう努めるものとする」というような形で、これに基づいて、おそら

く行ってきているのではないかというように思います。今回、図書館サービス

基本計画の更に 2年の延長をお願いしているところですけども、この 2年後が
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ちょうど、子ども読書活動推進計画の計画期限と一致してまいりますので、見

直しに当たっては、埼玉県のこういった動きなども参考にしながら、わかりや

すい計画あるいは方針を作っていきたいというように考えているところでご

ざいます。 

議長（会長） 今ありましたように、先程、松本委員の方からもお話にありましたように、 

目標のための設置では意味が無いので、ある程度、リアリティーを持たせた方

がいいと思いますので、3 年なら 3 年くらいのタイムラグで効率的なものがい

いのかなというような感じです。平成 32 年には、子ども読書活動推進計画と

ちょうどこちらの今の、サービス基本計画とが一緒になりますので、その時点

でまた考えられると思うのですけど、ある程度一元化できるものなのかという

ような感じはしますけども。標題は違ったりしても、中身にもう少しリアリテ

ィーを持たせた方法もあるのかという感じもいたします。 

ありがとうございました。ほかにございますか。 

どうぞ。 

柴崎委員 今の、基本目標の 6のところなのですけど、司書の数が、当然だと思うので

すが、図書館職員の数が減ってきて、52.6 から 47.1 と、下がってきているの

ですが、こういうふうに指定管理になると、55 とか 60 とかというのが可能な

のでしょうか。それが約束で指定管理を受けているのだと思うのですが、確認

でお願いします。 

議長（会長） お願いします。 

事務局（堀内） 

 

来年度から導入していきます、指定管理者、TRC（図書館流通センター）と

の話し合いの中では、60パーセント以上という、久喜市の方から、まず、目標

値を出しまして、業者からも 60 パーセント以上の司書率にしますという形の

話をいただいております。 

具体的には、今後、職員を募って、実際の数値がどうなったということがわ

かる訳なのですけども、2 月、3 月くらいには職員の募集をかけて、今言った       

60パーセント以上にしていきたいという話はしていますので、わかる範囲で答

えることも可能になってくるかもしれませんので、そのときはお知らせいたし

たいと思います。 

議長（会長） ありがとうございます。柴崎さん、こちらからお願いするということで、む

こうから出されるそうです。 

ほかにございますか。2 年間、ペンディングになっていました、図書館サー

ビス基本計画、どうやら何とか落ち着きそうなところになってきましたけど、

これをきちっと精査してもらって、次回お願いする予定でございますので、最

後に止めを、まだ何かあれば。 

はい、どうぞ。 
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早瀬委員 関係ないかもしれないけど、設備の衛生面についての項目というのが全然無

いのですけど、久喜ではなそういうことはないですが、図書館はホームレスの

方が来ていることが多いですよね。なので、衛生面が気になっていて、本の消

毒する機械が今あるではないですか。お子さんとか、今もインフルエンザが流

行っているし、あれはあった方がいいのではないかと思っていたのです。実は、

私、少し前に越谷でもモニターをやっていて、越谷の図書館にあの機械を置い

たらいいと言ったら、予算が無いからできないって言われたのですけど、その

後少しして行ったら、置いてあったのですね。 

やはり、図書館として、必要なのではないかと。意見として、ひとつだけ。 

議長（会長） どうぞ、館長。 

事務局（堀内） 

 

今日の報告では、まだそこまで詰まってないのですが、現在指定管理者と協

議をして、来年度、全 4館に書籍消毒機を置くような方向で、現在調整をして

いるところでございます。 

議長（会長） 

 

ほかにございますか。何でも結構ですよ、この節。いよいよ指定管理が動く

ようになりますから、ある程度、リクエストしておいた方が。 

遠慮なくどうぞ。格別、ありませんか。 

無ければ、この図書館サービス基本計画についてはここで終わらせていただ

きます。次回にまた、提案された資料を合わせ、表記を整え精査したものを披

瀝できるようにしたいと思います。よろしいですか。 

ご協力ありがとうございました。それでは、最初の議題を終わらせていただ

きます。 

では次の、2 番目の議題でございます。指定管理者との協議についてです。

指定管理者との協議概要についての報告をお願いします。杉田さん。 

事務局（杉田）  議題 2「指定管理者との協議概要について」につきまして、ご説明させてい

ただきます。 

 お手元の資料 2をご覧ください。 

指定管理者の指定につきましては、先ほども申し上げましたが、去る 11 月

議会におきまして、平成 31 年度から平成 35 年度までの 5 年間を期間とする、

「指定管理者の指定について」の議案が原案どおり可決いたしましたことか

ら、来年度から市立図書館全 4館について、株式会社図書館流通センターが管

理運営を行うことになりました。 

 この議決を受け、早速、指定管理者と協議を始め、利用時間と休館日につい

て、協議が整いましたので、ご報告をするものでございます。 

 はじめに、利用時間でございますが、全 4館で、平日・休日にかかわらず、

午前 9時から午後 7時 30分までの、1日 10時間 30分の開館とするものでござ

います。 
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 今後、規則の改正を経て、最終的な決定をいたしますが、これまでの利用時

間が、中央の平日が 9時間、中央の土・日・祝日及び菖蒲・栗橋・鷲宮が 8時

間でございましたので、1時間 30分から 2時間 30分の延長になるものでござ

います。  

 次に、休館日でございます。 

 休館日の規定につきましても、今後規則の改正等を経て決定いたしますが、

その方針は、次の 5つのとおりでございます。 

 1 つ目が定期休館日で、中央と栗橋が毎月第 3 火曜日、菖蒲と鷲宮が毎月第

2水曜日とするものでございます。 

 これまでが、週 1日でございましたので、月で 3日ないし 4日は開館日が増

えるというものでございます。 

 2つ目が年末年始休館日で、全 4館で、12月 29日から翌年の 1月 4日まで

とするものでございます。 

 これまでが、12月 28日から翌年の 1月 4日まででございましたので、年末

の開館日が 1日増えるというものでございます。 

 なお、後で改めて説明いたしますが、図書館が併設する久喜市菖蒲文化会館、

久喜市栗橋文化会館につきましては、文化会館が 12月 28日に休館となります

ので、図書館も休館となります。 

 3つ目が定期整理休館日で、全 4館で、毎月最終金曜日としてございます。 

 これについては、現在と同様でございます。 

 4つ目が特別整理休館日で、館ごとに年 1回 6日以内の期間とするものでご

ざいます。 

 これまでは、館ごとに年 2回 7日以内でございましたので、年間で 8日以上

は開館日が増えるというものでございます。 

 5つ目がその他ということで、ア 館長が特に必要があると認めるときです。 

 これは、災害等の発生により、館長が緊急に閉館する必要があると 

認めたときでございます。 

 次に、イ 図書館に併設する久喜市菖蒲文化会館、久喜市栗橋文化会館及び

久喜市立郷土資料館が休館する影響で、図書館も休館せざるを得ないと認める

ときでございます。 

 これについては、現在と同様でございまして、久喜市菖蒲文化会館及び久喜

市栗橋文化会館が 12月 28日を休館としていることから、併設する菖蒲図書館

及び栗橋文化会館図書室も、同日を休館する予定でございます。 

また、久喜市立郷土資料館が 9月 24日から 26日までの期間、所蔵資料のく

ん蒸（殺虫殺黴）作業を行うため施設内の立入を禁止するため、併設する鷲宮

図書館も、同期間を休館する予定でございます。 
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 以上の休館日の設定から、各館の開館日数と休館日は、次のとおりとなりま

す。  

 資料 2の右ページをご覧ください。 

 3 平成 31年度の各館の開館予定日数です。 

 はじめに、中央図書館の平成 31年度開館予定日数は「329日」でございます。 

 平成 30年度開館予定日数が「285日」でございますので、開館日が「44日」

増えることになります。 

 なお、年間予定休館日のうち定期休館日は、12日間、毎月第 3火曜日、 年

末年始休館日は、7日間、12月 29 日から 1月 4 日まで、定期整理休館日は、

12日間、毎月最終金曜日、 特別整理休館日は、6日間、11月 20日から 25日

まで、その他の休館日は、なしです。 

 次に、菖蒲図書館の平成 31年度開館予定日数は「328日」でございます。  

平成 30年度開館予定日数が「281日」でございますので、開館日が「47日」

増えることになります。 

なお、年間予定休館日のうち定期休館日は、12日間、毎月第 2水曜日、 年

末年始休館日は、7日間、12月 29日から 1月 4日まで、 定期整理休館日は、

12日間、毎月最終金曜日、特別整理休館日は、6日間、12月 12日から 17日ま

で、その他の休館日は、併設施設、菖蒲文化会館の休館日に合わせ、１日、12

月 28日です。 

次に、栗橋文化会館図書室の平成 31年度開館予定日数は「328日」でござい

ます。 

平成 30年度開館予定日数が「281日」でございますので、開館日が「47日」

増えることになります。 

なお、年間予定休館日のうち定期休館日は、12日間、毎月第火曜日、 年末

年始休館日は、7日間、12 月 29 日から 1月 4日まで、 定期整理休館日は、

12日間、毎月最終金曜日、 特別整理休館日は、6日間、1月 22日から 27日

まで、 その他の休館日は、併設施設、栗橋文化会館の休館日に合わせ、1日、

12月 28日です。 

 最後に、鷲宮図書館の平成 31年度開館日数は、「326日」でございます。 

 平成 30年度開館予定日数が「285日」でございますので、開館日が「41日」

増えることになります。 

なお、年間予定休館日のうち定期休館日は、12日間、毎月第 2水曜日、年末

年始休館日は、7日間、12 月 29 日から 1月 4日まで、 定期整理休館日は、

12日間、毎月最終金曜日、特別整理休館日は、6日間、2月 13日から 18日ま

で、 その他の休館日は、併設施設、久喜市立郷土資料館の休館日に合わせ、

3日間、9月 24日から 26日です。 
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 以上が、現時点における、「指定管理者との協議概要」でございます。 

 なお、引き続き、指定管理者の管理の範囲などを定めた「基本協定書」と、

指定管理者による事業計画など含めた「年度協定書」の締結に向け、指定管理

者と協議を進めているところでございます。 

今後も、会議開催にあわせまして、ご報告をさせていただく予定でおります

ので、よろしくお願いいたします。 

議長（会長） はい、ありがとうございました。指定管理者との協議概要について、説明が

ありました。指定管理になると、プラスの面が増える面が見えますね。今のと

ころは、いい面がすごく出ております。とりあえず、これを確認しておきまし

ょう。ご質問があれば、利用時間、休館日、それから開館予定の関係で、質問

を承ります。どうぞ。 

横内委員 定期休館日についてなのですが、中央・栗橋と、菖蒲・鷲宮で、別々にする

のは、以前と同じような形で、開館している所に行けるという理由で、あえて

ほかの日にしているのでしょうか。よろしくお願いいたします。 

議長（会長） お願いします。館長。 

事務局（堀内） 定期休館日につきましては、栗橋と菖蒲が文化会館と一緒なので、どうして

も文化会館にあわせざるを得ないということで、残り、中央と鷲宮をどうする

かということだったのですけども、地理的に、中央と栗橋、鷲宮と菖蒲であれ

ば、どちらかに行けるかということで、地域バランスを考えながら、こういう

案を出させていただきました。 

横内委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

議長（会長） はい、ありがとうございます。ほかにございますか。 

年末年始は、29日からということですが 1日伸びましたね。開館日数等、だ

いぶ増えていますけれど、質問はございますか。 

塚越委員 ちょっとよろしいですか。 

議長（会長） どうぞ。 

塚越委員 直接的に関係あることではないかと思うのですけども、これだけ図書館が開

いている日にちや時間が多くなったので、実際に利用されている方は、ああ、

こうなったんだとわかると思うのですけれど、それ以外の方がぜひ行って、こ

ういう良い環境になった時にたくさんお越しになっていただけるように、いろ

いろお考えだとは思うのですけども、PRを充分して、ぜひとも活かされる図書

館で、学校の方もご協力したいと思うのですが、そうなるといいなというふう

に思いました。 

議長（会長） そうですね。館長。 

事務局（堀内） 今回のは、昨年度の図書館協議会でいろいろ議論いただいた中の、成果のひ

とつとして、利用時間、開館日が増大したという結果かなと思っているのです
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が、これはひとつの基礎がためということで、この基礎を土台にして、さらに

良いものにするために、どうしていくかということが次の課題になってくるの

かということで、まさに塚越委員のおっしゃるように、今後も指定管理者と連

携を組みながら、図書館サービスの向上に向けて努力して参りたいと考えてお

ります。 

議長（会長） ありがとうございます。開館日数が増えるのは本当にありがたいことなので

すが、やはり、中身がまた更に充実してもらわないと。イベントなんか多いよ

うですね、このみたところでは。逆にイベントでもって彼らは収容ペースを取

り戻すということもあるのでしょうけど、そういう意味でのイベントならば、

たくさん結構なことだと思いますけど。 

何か質問ございますか。いよいよ指定管理が動くような兆しが見えてきまし

た。全部が全部、良いって言うわけではありませんので、またこれからいろん

な意味で注視していく必要があろうかと思われます。 

ほかにございませんか。よろしいですか。ありがとうございます。たいへん

貴重なご意見、いろいろありがとうございました。なかなか気がつかない点も。

たくさんご意見があって、参考になろうかと思います。これからまた、指定管

理との協議に当たる場合にも、参考になればと思います。それでは、2 番のた

だいまの件を終わらせていただきます。では、その他でございます。事務局よ

りお願いいたします。 

事務局（杉田）  その他の事務局の方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。 

案といたしましては、「平成 31年 2月 13日（水）」の午前 10時からでどう 

でしょうかと、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。提案させていただきます。 

議長（会長） 次回、2月 13日水曜日ということでございますけど、よろしいですか。時間

は 10時からです。万障繰り合わせることができましたらお願い申し上げます。

今日の精査したものができあがると思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

それでは、今日のテーマ 3本は、これにて終わらせていただきます。ご協力

のほど、ありがとうございました。事務局にお返いたします。よろしくお願い

します。 

事務局（関根） 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） ありがとうございました。以上で、平成３０年度第４回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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