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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５回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成３１年２月１３日（水） 

開始・終了時刻 午前１０時００分から午前１１時３５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・横内美沙代・塚越 要・玉置政美・ 

沖沢香織・成塚義男 

欠席委員（者）氏名 松本秀樹・柴崎行雄 

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 

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（協議） 

（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５回久喜市立図書館協議会次第 

資料１ 久喜市図書館サービス基本計画（案） 

資料２ 指定管理者との協議概要について（第２回報告） 

会議の公開又は非公開 公開 

傍聴人数 １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 5 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。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、委員総数 10人に対して、出席委員 8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

ていることをご報告させていただきます。 

なお、傍聴人は 1人です。 

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いたします。 

はじめに、会議録の署名委員でございますけど、今日は、早瀬委員と横内委

員でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、さっそくですけど、本日の議題 1『久喜市図書館サービス基本計

画』の一部変更についてということで、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局（関） お手元の資料 1をご覧ください。 

平成 31年 1月 25日に開催した第 4回久喜市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』の計画期間を 2 年延長して平成 32 年度ま

でとするための案を、資料 1-1において、各施策に掲げた指標の目標値の変更

（案）を資料 1-2において、サービス基本計画の修正箇所を資料 1-3において、

それぞれご説明させて頂きました。 

そして、委員の皆様からは、ばらばらの「資料を合わせ」、1つの案を作ると

ともに、「表記を整え精査するように」とのご意見がありましたので、文言の

整理を行いました。 

第 5回久喜市図書館協議会におきまして示させていただきます『久喜市図書

館サービス基本計画（案）』では、これからご説明しますように、修正箇所を

赤字で加筆してあります。 
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資料 1の 1ページをお開きください。  

 中ほどの、「2 計画期間」です。 

 平成 28 年度に、計画期間を延長した経緯と、今回の延長の経緯を記載して

おります。 

 次に、3ページをお開きください。 

 「2 市民の意識の項目」です。 

 ここでは、平成 23年 2月のアンケートのことと、平成 28年 5月のアンケー

トのことを述べております。 

 次に 3ページ「(1)図書館利用者の動向」です。 

ここでは、平成 23 年 2 月のアンケートに基づく解析の文書であることを表

し、平成 28年 5月のアンケートに基づく動向を述べております。 

 次に 4ページをお開きください。 

「(2)図書館に関する意識」です。これも、先の「(1)図書館利用者の動向」

のところと同様に、平成 23 年 2 月のアンケートに基づく解析の文書であるこ

とを表し、平成 28年 5月のアンケートに基づく状況を述べております。 

 次に 5ページをお開きください。 

「3 久喜市の状況」、「(1)図書館の現状」です。 

ここでは、平成 29年度から久喜市立図書館協議会で行われてきた、「久喜市

立図書館の今後の運営について」の協議のことと、その結論として、「サービ

ス向上を図っていくためには、指定管理者制度の導入を図ることが望ましい」

との結論に達したこと、及び、平成 31 年 4 月から、指定管理者による管理・

運営を行うことになったことを、加筆しております。 

 次に 6ページをお開きください。 

前回の第 4回久喜市図書館協議会においてお示しした資料 1-3のうちから、

開館時間と休館日を転記したものでございます。 

なお、休館日の 1行目、年末年始の項目に、資料からの転記ミスがありまし

た。「12月 29日から 1月 4日まで」が正しいので、訂正をお願いします。 

また、この枠内の終わりから 2 行目において、「休館する影響で」の文言が

誤って繰り返し載っておりますので、片方の削除をお願いするとともに、お詫

び申し上げます。 

議長（会長） ここまで、とりあえず、もう 1回元に戻して見てみましょう。今のところ、

わかりますか。「休館する影響で休館せざるを得ない」というところが重複し

ておりましたので、きれいに精査した結果です。おわかりになると思いますけ

ど。 

それから、最初の１ページに戻りますけど、前回協議してもらったところを

精査してもらったわけです。赤い文字のところ、ひととおり読んできていただ
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いているかと思いますけど、もし、お気付きの点がありましたら、何でも結構

です。文脈なり、あるいは、語彙なり、気になるような感じがありましたら言

ってください。 

差し支えなければ、１ページ。ご案内かと思いますけど、図書館サービス基

本計画というのは、平成 18 年に第一次がスタートした訳ですけど、22 年に合

併がありましたので、その後、24 年が初年度ということで、28 年までにやる

予定でしたけど、その間に、この赤字で書いてありますけど、こども図書館

等々、あるいはその他の問題点がありまして、ここまで延長となったわけでご

ざいます。従いまして、32年度まで継続して行うということになったわけです。

1ページのところ、よろしいですか。 

髙橋委員 会長がお話くださった計画の期間のところなのですけど、当初は、24年から

28 年までの 5 年間、今皆さんと協議しているのは、32 年までの延長なのです

けど、28 年から 30 年までのつなぎの部分というのをここに明記した方が、よ

りわかりやすくなるのかと。つまり、当初の計画では 28 年度までの 5 年間で

したが、何かの事情によって 2年間延長しました、さらに、指定管理の話とか

が入ったがために 32 年度までに最終的に延ばすという、二度改正があったと

いうところを一文加えた方がよろしいのかという考えなのですけど。 

議長（会長） いかがですか。 

髙橋委員  これだけ読んでしまいますと、いきなり 28年度から 32年度まで一足飛びで

延長したようにも読めてしまうものですから、実は 28年度から 30年度、さら

に 30年度から 32年度、二段階の延長だというところを明確に示した方がよろ

しいのかと。といいますのは一番後ろの最後の奥付になるのですけど、発行が

24年 5月、改正が 29年 1月、さらに、このたびの 31年の改正ということにな

りますので、そちらとも符合するかと思われます。 

議長（会長） いかがでしょう。館長。 

事務局（堀内） 今、委員さんのご指摘がございましたように、この部分、訂正させていただ

きたいというように思います。2の計画の期間の 2行目、「平成 28年度に『こ

ども図書館』の整備構想が浮上するとともに」というところがございますけれ

ど、ここの部分を「平成 28 年度に『こども図書館』の整備構想が浮上したこ

とから、平成 30 年度まで延長することとしました」と、一回切らせていただ

きまして、そして平成 29 年度には、という形で繋げさせていただきますと、

実態とさらに合ってくるのかと思います。 

議長（会長） わかりやすいですね。ほかの委員さんもよろしいですか。ここを訂正しても

らってください。 

次に、3 ページのほうはいかがですか。ひととおり前回の議案書と皆さん照

らし合わせながらやっていただいていると思いますけど、改めてここへ来ると
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また違うものが見えてきたりする場合があります。 

3 ページの 1 番については、アンケートの解析に関する記載というものでご

ざいます。同じように「市民の意識」の 1番 2番はアンケートの解析について

の文章です。 

格別、ここはよろしいですか。それから、5 ページの「久喜市の状況」とい

うことで、ただいま、5ページの下の部分が加筆部分です。 

図書館協議会において、「今後の運営について」協議を行った結果、という

ことで、ここが加筆されているのです。 

そして、開館時間と休館日、12.29 みたいに見えていたので、これを 12 月

29日ということで、きちっと精査したということです。それと、先程お話した

ように「休館する影響で」が重複しておりましたので、1 本にまとめておりま

す。ここまでよろしいですか。ご質問ある方おりますか。だいぶ検討していま

すから。 

それでは、7ページから 14ページについて、事務局の方にお願いします。  

事務局（関） 次に 7ページをお開きください。 

7ページから 14ページまでをご覧いただくことになります。 

 ここでも、6 ページと同様に、第４回久喜市図書館協議会において、お示し

した、資料 1-3のうちから、資料の数値を転記したものでございます。 

 なお、この部分でも、平成 23 年 2 月のアンケートに基づく解析の文書であ

ることを表し、平成 28年 5月のアンケートに基づく動向を述べております。 

 次に 16ページをお開きください。 

「（6）運営体制」です。 

平成 31 年 4 月から指定管理者制度を導入するとともに、図書館協議会を廃

止し、教育委員会の諮問機関として図書館運営審議会を新たに設置することと

しました。 

次に 21ページをお開きください。 

21ページから 30ページまでをご覧いただくことになります。 

 前回の第 4回久喜市図書館協議会においてお示しした資料 1-1のうちから、

各施策に掲げた指標の目標値の変更（案）を転記したものでございます。  

 なお、26ページの下段、事業 11の「その他の機関との相互協力」では、「東

京理科大学」を除き、「平成国際大学」を加えております。 

 前回の第 4 回久喜市図書館協議会において委員より、「東京理科大学」のと

ころを見え消しでの表記にしてはどうかとのご提案がありましたが、平成 28

年 3月 24日に、平成国際大学と久喜市は、連携協定を締結しております。 

また、図書館利用者からのレファレンスに対しても、平成国際大学に相談し

て対応して頂けますことから、「平成国際大学」の名称を表記するように提案
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いたします。 

なお、「埼玉県農業技術研究センター久喜試験場」につきましては、平成 27

年に「埼玉県農林総合研究センター園芸研究所」から名称変更がなされ、この

名称となっておりますので、修正いたします。 

次に 32ページをお開きください。 

 「V 重点施策」、「○ レファレンスの課題解決型サービスの充実」の項目

では、「課題解決型サービスを充実していくことが有効です。」との文書でした

が、重点施策を定める項目であるので、「課題解決型サービスの充実に努めま

す。」と市の主体性を示すように、修正しております。 

 なお、下段の「○ ＩＣＴを導入した高度な情報提供の推進」の項目も同様

の理由により、修正しております。 

次に 49ページをお開きください。 

49ページから 60ページまでをご覧いただくことになります。 

前回の第 4回久喜市図書館協議会においてお示しした資料 1-3の中から、平

成 28年のアンケート結果を転記したものでございます。  

 次に、61ページをお開きください。 

資料 3 アンケート用紙です。 

（カッコ）の中に、（平成 23年、平成 28年共通)と、使用時期を記載しまし

た。  

 次に、63ページをお開きください。 

資料 4 計画策定の経緯です。 

平成 28年 5月 24日以降の経緯を加筆しました。  

 次に、64ページをお開きください。 

資料 5 久喜市図書館協議会委員名簿です。 

上段の表には、平成 24 年度の計画策定時の名簿であることが分かる様にし

ました。 

下段の表は、前回の第 4 回久喜市図書館協議会においてお示しした資料 1-3

の中から、名簿を転記し、平成 28 年度の第一回改正時の名簿であることが分

かる様にしました。 

次に、65ページをお開きください。 

表は、前回の第 4回久喜市図書館協議会においてお示しした資料 1-3の中か

ら、名簿を転記し、平成 30 年度の第二回改正時の名簿であることが分かる様

にしました。 

次に最終ページです。これも、前回の第４回久喜市図書館協議会においてお

示しした資料 1-3のなかから、転記しました。 

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
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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。 

議長（会長） ありがとうございました。今、7ページから 65ページまで、関さんから説明

がありました。転記のところと、一部加筆と、だいたいそんなところですか。

おわかりになったと思いますけど、もう一度復唱してみましょう。7 ページに

戻してください。これは、資料 1-3より転記しています。転記の部分はそっく

りそのまま載せているわけですから異常ないと思います。9 ページ、それから

10ページ、解析したあとの中身として、きちっと精査して載せてありますので、

問題ないと思いますけど。14ページ、それと前回 1 月 25日の数字等々そっく

り載っています。それから、16ページのところの運営体制ですね。運営体制の

ところで、「31 年 4 月からは、指定管理制度を導入するとともに、図書館協議

会を廃止し、教育委員会の諮問機関として図書館運営審議会を新たに設置しま

す」ということです。これも何度か説明してあります。 

それから、21 ページから、これもほとんど転記のようです。先程の 26 ペー

ジもそうです。事業 11番です。前から、理科大とか農林総合研究センター等々

が綴ってあったのですけど、ご案内のとおり、「農業技術研究センター久喜試

験場」というように名称が変更になったということです。それから、「理科大」

が「平成国際大学」というように代わっております。ここまでよろしいですか。 

基本目標の 4番は、前回の資料 1-1に基づいています。それから、下は 1－2

に基づいています。変更してあります。 

横内委員 よろしいでしょうか。 

議長（会長）  どうぞ。 

横内委員 12ページの上のところの課題というところがあるのですが、そちらの下の文 

章で、「障がい者のニーズに応じた」というところなのですけど、太い文字と

細い文字が混ざってしまったようなかたちが見受けられたのですが。 

議長（会長） 12ページ、課題のそばの、「障がい者のニーズに応じた資料の収集や提供方 

法の検討」というところです。 

事務局（杉田）  ご指摘のとおり、ニと－（横棒）のところが太字になっていないような形に

なっていましたので、強調するように訂正いたします。失礼しました。 

議長（会長）  よろしいですか。表現や何かで違っているところがあれば、指摘してくださ

い。ここまでよろしいですか、26ページまでいいですね。もう、一回みんな見

てきていると思いますので。それから 28 ページ、これも転記の部分です。同

じように、32ページも転記の部分です。レファレンスのところ、重点施策とい

うところで、主体性を示すために、「課題解決型サービスの充実に努めます」

なおかつ「ICT 環境の整備に努めます」というような強い表現になっておりま

す。断定的表現で、こちらの主体性を表していると思います。精査したという
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ことです。ここまでよろしいですか。 

塚越委員 赤字になっていないところなのですが、31 ページの事業 23「計画的な蔵書

管理」ところで、枠内の一番下の行のところで、ここに「確保に務めます」と

あるのですが、この「務めます」は、この「務めます」でよろしいのでしょう

か。 

議長（会長）  漢字が、これは、努力の「努」の方でしょうか。 

事務局（杉田）  ご指摘ありがとうございます。31ページの「務めます」につきましては、努

力の「努」に直しますので、すみませんでした。 

議長（会長）  努力の「努」に直すのですね。      

ほかにございますか。続いて、33 ページからはアンケート結果です。49 ペ

ージから 60 ページがアンケート 28 年度です。最後 61 ページに、アンケート

用紙資料、「平成 23年、28年共通」というのを加筆したということです。 

それから、63ページは計画策定の経緯のところで、赤字の部分が加筆になっ

て、28年度以降が載せてあるということです。 

ひととおり、説明及び質問をいただきましたけど、まだほかに質問はござい

ますか、ここまでのページの中で。 

何度も検討会をやってきておりますので、ある程度精査しつつあるのだろう

と思うのですけど、まだ何か、言葉の表現あるいは、誤字脱字等、ございまし

たら指摘してください。 

だいたいよろしいですか。修正箇所はそうすると、3 か所くらいあるのです

か。そんなに大きな修正ではなくて。よろしいですか、これで。きちっと精査

したものをもう一度改めますけど。 

ゆっくりで結構ですから、気がついたところを指摘してください。 

4 回目の議案書等、いろいろつき合わせてきたと思いますけど、なかなか、ペ

ージ数、両方返しながらというのは作業が大変かと思いますけど、賢明な皆さ

ん、それやって来ていると思いますので。いいですか。 

事務局（堀内）  全体の中で、おおよそ出きったというところでございますので、改めてもう

一度、修正箇所を私の方から、ご案内させていただこうかと思います。 

資料 1ページでございます。「2計画の期間」の「この計画は」から始まって

2 段目、「平成 28 年度に『こども図書館』の整備構想が浮上したことから、平

成 30 年度まで延長することにしました。」そして、改行して「平成 29 年度に

は」という形で繋げさせていただきたいと思います。 

 続きまして、12ページでございます。12ページ上段の方の課題の、「障がい

者のニーズに応じた資料の収集や提供方法の検討」という見出しの中の「障が

い者のニー」というところが太字になっておりませんので、この部分を太字に、 

修正というよりは、調整をさせていただきたいと思います。 
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続きまして、31 ページでございます。事業 23「計画的な蔵書管理」の下の

「図書館収集計画の検討」の内容の一番最後でございます。「量の確保に務め

ます」の務めるという字を、努力の「努」の方に修正させていただきたいと思

います。 

少し前に戻っていただいて、23 ページでございます。一番上に基本目標 2

「小・中学校と連携し」とございますが、小と中の間にあるのが中丸でなく四

角になっておるものでございますから、この部分、中丸に訂正させていただき

たいと思います。 

それから、32ページでございます。一番上のⅤ重点施策というところのⅤの

ところまで通常網掛けが入っておりますので、このところ、重点施策まで網掛

けをさせていただきたいと思います。 

それから、63ページでございます。資料 4「計画策定の経緯」というところ

でございますが、一番最後の欄に「平成 31 年 3 月 日」という形になってお

ります。3 月までの予定で協議会を考えていたのですが、今日もしこれで答申

が可能であれば、この部分は、実態に合った形で、今日答申がもしいただける

ならば 2 月 13 日という日付で、実施項目内容につきましても加筆させていた

だきたいというように思います。 

それから、最後の奥付のところの 31 年の後の○月のところも、今日もし可

能であれば、2月という形で月を入れたいというように考えてございます。 

議長（会長） 

 

ありがとうございます。それでは、難易度の高い修正でないので、軽易な修

正のようですので、ほかに無いようでしたら、資料 1に対する、ただいまいた

だいた意見を取り入れた上で、答申内容とするということで、よろしいでしょ

うか、皆さん。 

塚越委員  52 ページの「調査の結果」、その次の「図書館利用回数は」の下の利用頻度

の説明の 2行の字体が明朝だと思うのですが、下に来ると、ゴシックでしょう

か。下の「曜日」の後もゴシックで、ほかも全部ゴシックになっているかと思

うのですけれども、どうですか。 

議長（会長） お願いします。 

事務局（堀内） 今、委員さんご指摘のとおり、「利用頻度」というところが太ゴシック、そ

れから、「月 1～3回」の文章の部分がゴシック体ということになっております。 

それから、その前の 51 ページの表につきましても、ゴシック体で統一して

おりますので、この部分もゴシック体で統一させていただければというように

思います。ありがとうございます。 

議長（会長） ありがとうございました。いろいろ最後にあたって、ご検討いただいてあり

がとうございます。ほかにはございますか。これどうですか、ここで直ります

か。 
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事務局（杉田）  資料 1の修正部分につきましては、事務局で入力した後、会長に確認してい

ただいた上で、委員の皆様に配付させていただきたいと考えております。 

議長（会長） そうしたら、どうでしょう。答申を出してよろしいでしょうか。これできち

っとして、修正するということで。皆さんの方で意見なければ、答申をお願い

することになりますけど。ということで、答申をお願いしましょう。 

事務局（堀内） －答申（案）・付帯意見を読む－ 

議長（会長） 今、答申（案）について、説明がございました。この件について、質疑をお

受けしますがいかがでしょう。これでよろしいですか。ご意見が無いようでし

たら、答申（案）の修正を行いたいと思います。 

ここで、5分、休憩させてもらいます。 

議長（会長） では、再開いたします。それでは、答申書の提出をさせていただきます。 

－答申を読み、館長に提出する－ 

事務局（堀内） ありがとうございます。本当にいろいろ大変な中を、今回諮問に対して、答

申をいただきましてありがとうございました。ここ何回かの会議の中でいただ

いたご意見を最大限活かして、来年度、指定管理者制度の導入が、久喜市にと

って本当に良い形で進められるようにしていきたい、その中で図書館サービス

基本計画の見直しについても、市として責任を持って対応して参りたいという

ように考えておりますので、今後とも、またご指導ご鞭撻の方、よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

議長（会長）  それでは、私の方から復習いたします。修正箇所を皆さんからご意見いただ

きました。その修正部分については、事務局で入力した後、私の方で確認して、

その後皆さんの方に配付するというような格好になりますので、ご認識   

いただきとうございます。 

 今、答申書を提出させていただきました。本当に皆様に微に入り細に入りと

いうことのご意見をいただきまして、無事答申書のところまで漕ぎ着けること

ができました。ご協力ありがとうございました。皆様方に感謝申し上げます。

ありがとうございました。第 1議題を終わらせていただきます。 

次に、議題の 2の方に入らせていただきます。指定管理者との協議概要につ

いて、第 2回の報告になります。これを事務局の方でお願いいたします。 

事務局（杉田） 議題 2「指定管理者との協議概要について（第 2回報告）」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 2をご覧ください。 

本日は、前回の第 4回久喜市図書館協議会の開催日、1月 25日以降にまとま

った、「主な事業計画」についてご報告いたします。 

はじめに、「(1) 自主事業の継続及び拡大」でございます。 

平成 30 年度に各図書館で開催しているおはなし会や文学散歩、名作映画会
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などの自主事業、これは市内全ての図書館の事業を合計しますと、65事業行っ

ておりますが、この事業につきましては、平成 31 年度の指定管理者による運

営になっても、現在と同様に引継ぎ、実施していきますが、現在のままではな

く、民間の視点で事業を整理して拡大するようになります。 

そのため、年間の事業数は、65事業以上となります。 

次に、「(2) 小・中学校への支援」でございます。 

学校支援担当スタッフ 2名を中央図書館に配置し、学校訪問・ブックトーク・

団体貸出し・体験学習の受け入れなどの学習支援プログラムを整備いたしま

す。 

この支援の例として考えられるものは、「公共図書館の使い方のレクチャ

ー」、「調べる学習の出張ガイダンス」、「百科事典の使い方講座」などの講座で

す。 

この事業は、市内の全小・中学校を対象に支援をしていきます。 

次に、「(3) 無料託児サービスの導入」でございます。 

保護者が育児を離れて図書の利用をするひと時を持てるようにするため、1

時間無料の託児サービスを導入するものでございます。 

この事業は、まずは託児場所の確保が見込める中央図書館、鷲宮図書館で導

入を検討します。 

次に、「(4) 書籍消毒機の設置」でございます。 

平成 31年度に、書籍消毒機を設置いたします。 

書籍消毒機は、紫外線の照射による各種カビ菌・微細バクテリア・ウィルス

などの殺菌消毒、送風によるホコリ等の除去、さらに脱臭機能も備えた機器で

す。 

書籍消毒機は、4館全館に設置します。 

次に、「(5) 地域課題に対応したサービス」でございます。 

「郷土講座 まちを知る講座」の開催を検討します。 

この事業を実施するためには、郷土資料館等の関連機関や市内の郷土研究団

体等と連携する必要がございます。この連携を進め、話し合いを行いながら、

「久喜市の歴史的経緯や久喜市に暮らす魅力についての講座」の開催を検討い

たします。 

この事業は、年 4回程度の開催を予定しています。 

次に、「(6) デジタルアーカイブシステムの導入」でございます。 

市民が、市の歴史・文化に触れることで郷土の理解促進を図るよう、市が保

有している資料・史料をデジタル化し、インターネット上において公開できる

デジタルアーカイブシステムの導入を検討いたします。 

平成 31年度よりデジタル化の対象や内容を検討し、供用開始は、平成 32年
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度以降を予定しています。 

次に、「(7) Wi-Fiの導入」でございます。 

図書館内でのインターネット接続環境を整備するため、Wi-Fi 環境を整備し

ます。 

平成 31年度は、中央図書館、鷲宮図書館の飲食コーナーの設置場所に Wi-Fi

環境を整備します。 

次に、「(8) 飲食コーナーの設置」でございます。 

中央図書館２階の飲食コーナーを、一般の方や学習利用する児童生徒等が快

適に過ごせる場として改修します。 

鷲宮図書館は、入口付近に飲食コーナーを設置し、くつろげる空間となるよ

う改修します。 

 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。説明

は、以上でございます。 

議長（会長） ありがとうございます。ただいま、指定管理者との協議概要についてという

ことで、事務局より説明がございました。1 番から 8 番まで、中には新設のも

あります。それから、飲食コーナー等々も設置されるようです。質問を承りま

す。どれでも結構です。1 番の文学散歩なども、引き続きやってもらえるわけ

ですか。 

事務局（杉田） はい、やります。 

議長（会長） 

 

そうですか。私、若い時に事業計画を出しまして、そこから事業化したもの

ですから。その頃は事前学習などもやって、改めて参加者は事前に学習会など

がありまして、それによってまた本をたくさん読んでくれるかと思って。それ

で結構バスや何かで行きました。シニアが結構参加するものですから。ぜひ続

けられればいいなと思います。協議会委員を私も 8年間やっていますけど、毎

年続けていますけど、結構来ます。ほかにございますか、何か。 

沖沢委員 3 番の「無料託児サービスの導入」とあるのですが、これは事前に予約が必

要な感じになるのですか。 

議長（会長）  どうぞ、杉田さん。  

事務局（杉田） 今の計画ですと、予約等は無くて、その場で、という形の考え方でございま

す。ただ、人数がたいへん多く、一気に来られてしまいますと、対応できない

という可能性がありますので、ケースバイケース、その時の状況によりまして

の判断になってくると思います。 

沖沢委員 ありがとうございます。 

議長（会長） どうぞ。 

成塚委員 8 番の「飲食コーナーの設置」ということなのですけど、これは時間を定め

て飲食できるようにするのですか。それとも、自由にいつでも食べられるとか、



13 

 

飲めるとかとなっているのでしょうか。 

議長（会長） どうぞ。 

事務局（杉田） 飲食コーナーにつきましては、今現在考えているのは中央図書館ですと、そ

このコーナーですので、時間的に何時から何時までというような限定はしない

で大丈夫なようにしていきたいと考えております。 

成塚委員 いつでも自由に、ですか。 

事務局（杉田）  自由に、いつでも、食べたい時に。 

議長（会長） コーヒーの機械だけではないのですか。ほかにも、飲食できるような何か、

出るのですか。 

事務局（杉田） 実は、まだ具体的な、どういう機械を導入するかという話をしていない状況

でして、飲物を飲める、そういう機械で、ということを前提にしたいとは思っ

ております。 

成塚委員 食事もできるのですか。 

事務局（杉田）  今現在もそうなのですけども、お弁当とかを持ってきていただいている方

は、2 階の所で食事できるようにしておりますので、それが、もう少し中を改

良して、良い状態にしたいと考えております。 

議長（会長） リラックスできますね、今度は。 

 どうぞ、玉置さん。 

玉置委員 

 

1 番の「事業計画」ですけど、いろいろたくさんやっていただいていますけ

ど、これは、一般の方で、知らない方が結構いると思うのです。もう少し何か

工夫して、いきわたる方法を考えていただきたい。 

議長（会長） 

 

私も、ずいぶん主張したことがあるのですけど、もっと図書館を PR したほ

うが良いのではないかと。それなりにやってはいるのだけど、なかなかあまり

見ていない。広報にも、結構出ているのですけど。ただ、見る方が少ないのか

どうなのか、どうですか、その辺は。 

事務局（杉田） 

 

4 月以降につきまして、指定管理者制度になるものですから、民間のノウハ

ウを使って、こちらの方のアピールの仕方を検討していただきたいということ

は、申し入れはしております。ただ、今現在、広報につきましては、5月から、

1 枚のページの半分くらいの幅で図書館コーナーみたいな形で調整できるとい

う話にはなっておりますので、その中でより良い見せ方を指定管理者の方にし

ていただきたいという話はしておりますし、それから、ホームページとか、そ

ういうものの導入の仕方につきましても、指定管理者の方で考えていただきた

いというように申し入れはしております。 

議長（会長） 玉置さん、いかかですか。 

玉置委員 

 

この項目に書かれていないのですけど、私、いつも、図書館については、単

なる図書の貸出だけくらいにしか思っていなかったのです、これまで。ここの
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メンバーに入りまして、貸出以外にたくさんのことをやっていると初めてわか

ったのですが、こういったものに対して、いろいろ市内に団体があると思いま

す。コミ協とか、区長会とか。そういったところに行って、図書館というのは

こういう機能をしている、こういったことをやっている、出前講座ではござい

ませんけど、図書館を啓発するようなご案内ですか、説明ですか、そういった

ものを逐次やって行く考え方が持てるかどうかですね。 

議長（会長） 

 

ありがとうございます。今まで、やはり限られた人数でしたから、なかなか 

出前講座などもできなかったのですけども、これからは違う形でできるだろう

と思いますけど。昨今やはり、経済面からですけど、平成の 30年が終わって、  

これからの 30年はどんな経済状況になるかというときに、これからはやはり、

志と文化面を強調する企業が繁栄するだろうというようなことを言われてい

ますので、そういった点からすると、図書活動においても盛んになってくるの

ではないかと、今言う玉置さんの件も、民間の指定管理がどのようにやるか、

それなりの取り組みを眺めていきたいと思います。何かありますか。 

事務局（堀内） 

 

 

ありがとうございます。まず、自主事業の関係でございます。今でも、今年、

多くの事業に対して申し込みが殺到するなど、全く知られていないというわけ

ではなくて、会長もお話ししましたけども、広報とかホームページとか、そう

いったところにご案内しますと、意外と皆さんの参加が多いものもございま

す。それから、中には毎週のようにやっている事業もございまして、そういっ

たものも本当に固定ファンが多くて、映画会なども、20 人、30 人くらいが来

るようになってきておりまして、かなり、盛況になってきている。そういった

中で、4 月から指定管理者ということで、先程、杉田の方からもありましたけ

ども、SNS ですとか、広報以外のそういったものも活用しながら、さらに紹介

をしていくという形になるのかというように思います。先程の団体貸しにつき

ましても、団体貸出しをしておりますので、これらの普及についても、当然指

定管理者の方は視野に入れてやっていくことになるだろう。個人の方に来てい

ただくことも、当然基本にはあるのですけど、久喜市では団体貸出が伸びてき

ているという部分も、先程委員さんがおっしゃったような団体の方にもアピー

ルしていくということは、当然あるのかと考えておりますので、その辺、今後、

指定管理者と相談しながら考えていきたい。ただ、一方的に今のこの時点で、

市の方でやりますとかやりませんとかということは、差し控えさせていただい

て、指定管理者のノウハウを最大限活かせるように持っていきたい。その中で

委員さんのご指摘も踏まえて、図書館がよりにぎわっていくような方法に、指

定管理者といっしょになって考えていきたいと思います。 

それから、無料託児につきましては、イメージとすると、ふらっとお子さん

を連れてきた人が受付に書いていただいて、ほかでやっているのは、携帯の電
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話番号を書いておいていただいて、1 時間くらいどうぞご自由にと、何かあっ

たらそこに呼びますよということです。携帯の方に電話をどうぞ、ということ

です。ただ保育士さんがおひとりということであれば、年長者なら、例えば 7

～8人看られても、幼年のお子様ですと、4～5人になってしまうとかいう、そ

の辺を調整しながら、今混んでいるので、もうちょっとしたらまた来てもらえ

ますかという形で、そういったニュアンスでやっていくように伺っておりま

す。 

あと、飲食コーナーにつきましては、現在、先程杉田が申し上げましたとお

り、現在も中央図書館ではそこの 2階の飲食コーナーと中庭では食事ができる

という形になっておりまして、指定管理になりましたら、そこの飲食コーナー

のところをまさにリニューアルさせていただきたいと、そこにはコーヒーなど

の自動販売機を設置して、その自動販売機に Wi-Fiが付くということで、飲食

コーナーでパソコンを見ながら、食事をしたり、飲食ができるというコーナー

にしていきたいというようなイメージでございます。 

議長（会長） ありがとうございました。これまで、結構図書館というのは、どちらかとい

うとリピーター中心になってしまっていましたから、指定管理になれば、不特

定がどれくらい訪れるか。というのも、夏休みの課題研究なんていうと、いっ

ぱい来るのですよ、結構。だから、リピーターだけでなくて、不特定がどんど

ん来るようなところを注目したいと思います。それで、いろいろこちらとの協

議もできますから、図書館文化というものを、言いたいことをどんどん言って、

広げていく必要があると思います。 

成塚さん、どうぞ。 

成塚委員 

 

4 番に「書籍消毒機の設置」とありますが、これは、どんなものなのかがわ

かりますか。 

事務局（杉田） 後でパンフレットを回しますが、こういう機械という概要がありまして、実 

際四角い箱を開けていただいて、本を棒のところに置きますと、前から風がき

まして、紫外線があたって、ぱらぱらと中まで消毒してくれるという機械でご

ざいます。30秒くらいで消毒されるというものでございます。 

成塚委員 これは、ひとつに 1冊入るとか、何冊入るのですか。 

事務局（杉田） 機械によって違うのですけど、私が、桶川図書館で見た時には、2 冊入る形

でした。 

事務局（関） 私が北本の図書館で使ってみた時は、4冊入りました。 

成塚委員 そうすると、図書館の本を全部消毒するというと、どのくらいかかるのか。 

事務局（杉田） 借りた方が、これを使いたいという時に自由に使えるというような形になっ

ておりまして、自分でセットして動き出すという、そういう感じです。 

電子レンジみたいな機械になりますので、よろしくお願いします。 
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議長（会長） ほかにございますか。塚越委員、小中学校支援のところ、大丈夫ですか。 

塚越委員 

 

ここに書いていただいて、たいへんありがたいことです。学校訪問・ブック

トーク・団体貸出・体験学習の受け入れなど、下に例が出ていますけども、・

の一つ目は、学校に来てではなくて、公共の図書館に行って、図書館司書と連

携して、ということは学校に来ていただいて、二つ目は出張ですから、学校に

来ていただいて、百科事典の使い方講座も学校に来ていただいてということ

は、学校訪問の中の内容ということになりますね。 

体験学習の受け入れというのは、内容的にはどのようなものになるのでしょ 

うか。 

議長（会長） はい、どうぞ。 

事務局（関） 現在も行っている体験学習というのは、低学年の生徒さんが実地学習の一環

で来ていただくとか、中学校にいたっては、職場体験で図書館の方に来ていた

だくというような、今までどおり受け入れていくというような発想でございま

す。 

塚越委員 では、継続で、ということですね。わかりました。ありがとうございます。 

議長（会長） 横内委員、いいですか。 

横内委員 個人的には、飲食コーナーが魅力的かなと、楽しみにしています。 

議長（会長） 早瀬委員、いいですか。 

早瀬委員 百科事典の使い方講座だけが、時代を逆行している気がしないでもないので

すが、こういうことで必要なのだなと思いました。 

飲食コーナー、やはり楽しみです。 

議長（会長） ほかにございますか。 

沖沢委員 Wi-Fiはフリーですか。パスワードを付ける感じですか。 

事務局（杉田） Wi-Fiの機械につきましては、個人の方がパソコンを持ってきていただいて、

そこの空間で自分の機械を使っていただけると、そういうような形での運用の

仕方を考えております。 

事務局（堀内） フリーWi-Fi の方が良いと思いますが、セキュリティの観点から、どうする

か検討します。 

沖沢委員 ありがとうございます。 

議長（会長） どうぞ。 

成塚委員 

 

Wi-Fiのところなのですけど、31年度は、中央図書館と鷲宮図書館だけでし

ょうけれども、32年度からは、残りの 2館を考えているのですか。 

事務局（杉田） 残りの 2館につきましては、既にそちらの方は文化会館の中にいろんなもの

が必要になってくるというように考えておりますので、実は、そちらの方の話

し合いに入っていない状況でございます。31年度は、単独であります、中央図

書館と鷲宮図書館の方を優先させて、計画を出させていただいております。 
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議長（会長） よろしいですか。だいたい出尽くしましたか。なければ、議題 2を終わらせ

ていただきますけど、よろしいですか。 

それでは、議題 2の指定管理者との協議概要について、を終わらせていただ

きます。ご協力ありがとうございました。それでは続いて、その他の 3番です。

お願いいたします。 

事務局（堀内）  それでは、次回の協議会の予定を考えていたのですが、これで、今年度の図 

書館協議会の内容につきましては、全て終了ということでございます。今度 4 

月からは、皆様図書館協議会ではなくて、図書館運営審議会の委員ということ 

になってございます。ただ、会長・副会長はそのままですし、委員の皆さんも 

そのままという形で、4月からは名称が図書館運営審議会というような形にな 

ります。所管課が、生涯学習課というところの課が担当課という形になります。 

例年ですと、やはり 4月当初、もしくは 5月になることもあるかもしれませ 

んが、4月、5月の間に第 1回目を開催させていただいて、その場で 31年度の

事業計画ならびに予算計画などをご報告させていただくという形になると思

います。 

また、条例が改正になりまして、来年度の図書館運営審議会の開催にあたっ

ては、審議会の方が希望すれば、外部の人も出席できるという規定がございま

すので、指定管理者の方も同席をしていろんなことを、先程委員さんと会長の

間でもありましたけど、尋ねたりということも可能になるということでござい

ますので、第 1回目から同席することを考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

先程資料 2で、協議概要について第 2回報告ということで、もう少し煮詰ま

っていない部分もございますが、こちらの方につきましても 4月の第 1回目の

時には、31年度に行う事業がご報告できると思います。前回、第 4回図書館協

議会の方で、委員の方からご質問ございました電子図書館、これについても実

施する予定で現在動いているのですが、まだ煮詰まっていないものですので、

今日の報告には入っていないものですから、第 1回目でご報告をさせていただ

きたいというように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（会長） ありがとうございました。 

玉置委員 いいですか。 

議長（会長） どうぞ。 

玉置委員 4月以降の会議の場所ですけど、ここでやるのか、あるいは、教育委員会の 

方でやるのですか。 

事務局（堀内） 

 

図書館運営審議会につきましては、図書館の現場を常に大切にしていきたい 

ということで、中央図書館、あるいは鷲宮図書館、それから菖蒲図書館の場合

には菖蒲文化会館の会議室をお借りできればということで、それから栗橋文化
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会館図書室につきましても、栗橋文化会館の部屋をお借りできればということ

で、いろんな所を回りながらやっていければというように考えておりました。

ですから、必ずしも教育委員会でやるということではなく、やはり図書館を回

りながらやっていきたいというように考えてございますので、よろしくお願い

申し上げます。 

議長（会長） よろしいですか。 

玉置委員 ぜひ、その時は見学を兼ねて。 

議長（会長） 

 

協議会が、第 1回目の時に、なるべく図書館がどこにあるか、あるいは図書 

館の場所を知らない人もいたりするので、一度見に行こうかというようなこと

もやったことがあるのですけども、でき得れば、図書館審議委員には周知して

おいていただけるようお願いいたします。 

今、館長からも申し上げたとおり、4月からは指定管理との協議という場面 

も出てくると思いますので、ぜひその時までにいろいろ練っておいてくださ

い。より良いものを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、今日の議題はこれにて終わらせていただきます。ご協力ありがと 

うございました。それでは、お返しいたします。 

事務局（関根） ありがとうございました。それでは、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 5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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