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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２９年度第２回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成２９年７月２８日（金） 

開始・終了時刻 午前１０時００分から午後０時０５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・及川孝之・横内美沙代・奈良千鶴・松本秀樹・塚越 要・ 

山中今日子・丸山洋一・野原正子 

欠席委員（者）氏名 千葉香乎里 

説明者の職氏名 渋谷教育部長・太田中央図書館長・河内鷲宮図書館長・森岡中央図書館係長 

事務局職員の職氏名 渋谷教育部長・野原教育副部長・太田中央図書館長・河内鷲宮図書館長 

福島菖蒲図書館長・関中央図書館係長・森岡中央図書館係長 

大越栗橋図書室担当主査 

会議次第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１） 久喜市立図書館の今後の運営について 

（２） その他 

４ 閉会 

配布資料 平成２９年度第２回久喜市立図書館協議会次第 

１ 久喜市立図書館の今後の運営について 

２ 平成２７年度各市基幹（中心となる）図書館の開館日数 

３ 埼玉県内における公立図書館の指定管理者制度の導入状況 

４ 指定管理者制度を導入した自治体の利用者等の意見 

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（太田中央図書館

長） 

皆さまこんにちは。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２９年度第２回久

喜市立図書館協議会を開催いたします。 

開会に先立ちまして、現在の出席委員につきまして、ご報告申し上げます。 

委員１０人中、過半数の出席でございます。本協議会は、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」の規定により成立いたしますことをご報告申し上げます。 

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。 

資料１ 久喜市立図書館の今後の運営について 

資料２ 平成２７年度各市基幹（中心となる）図書館の開館日数 

資料３ 埼玉県内における公立図書館の指定管理者の導入状況 

また、本日配付させていただきました 

資料４ 図書館に指定管理者制度を導入した自治体の利用者等の意見 

でございます。また、前回お約束した４館で作成している「大人の読書通帳」

になります。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。大丈夫でしょうか。 

それでは、開会にあたりまして、塩崎会長ご挨拶をお願いします。 

塩崎会長 あいさつ－省略－ 

司会（太田図書館長） 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 

ただきたいことがございます。まず、本日の会議の記録のため、テープへの録

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。 

これより議事に入らせていただきます。久喜市立図書館協議会運営規則第３ 

条第１項よりまして、塩崎会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。よろしくお願いします。 

議長（会長） それでは暫時、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、皆さまのご協力をお願いいたします。 

なお、今回の会議録署名委員は、松本委員と塚越委員になります。宜しくお

願いします。 

 それでは、議事進行に入らせていただきます。議題「（１）久喜市立図書館 
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の今後の運営について」を議題とします。事務局から内容の説明をお願いしま 

す。私からの提案ですが、丁寧に説明等を行いたいと思いますので、資料１の 

１からの説明をお願いします。その後２に移るよう丁寧にお願いします。 

事務局(森岡係長) 皆さま、おはようございます。中央図書館の森岡です。 

私からは、議題の（１）にあります、久喜市立図書館の今後の運営について

説明をさせていただきます。着座にて失礼いたします。 

本日、事前に配付させていただいております、資料１「久喜市立図書館の今

後の運営について」は、前回の協議会で指定管理者制度についての比較を提示

して欲しいとの声がありましたので、作成させていただいた資料になっており

ます。 

初めに、１ 図書館への指定管理者制度を導入する場合の一般的なメリッ

ト・デメリットについてご覧ください。メリットとして考えられることが７点

ほど記載をさせていただきました。一つ目といたしましては、開館日数の増加

が図れると考えております。二つ目といたしましては、４館の図書館の開館時

間の統一が図れると考えております。三つ目といたしましては、安定的な図書

購入費を確保することができる。四つ目といたしまして、司書の安定的な確保

が図れると考えております。五つ目といたしまして、民間のノウハウを活用し、

自主事業の充実が図れると考えております。六つ目といたしましては、これは

イメージとしてハード面についてでございますが、利用者向け PC の設置がで

きたり、Wi-Fi の設備が整い、利用者本人が電子機器を利用して、調べたいこ

とを調べることができるようになるのではないかと考えております。また、七

つ目といたしまして、やはり話をしなくてはいけないと思いますが、経費削減

ができるのかなと考えております。 

次にデメリットといたしましては、一つ目といたしましては、我々職員が培

ってきた図書館運営に関するノウハウが途切れてしまうのではないかという

デメリットが考えられました。二つ目といたしましては、図書館として非常に

大切なことと理解している選書の問題があると思います。三つ目といたしまし

て、図書館の公共性がなくなってしまうのではといった不安があるのかなと思

います。四つ目といたしましては、人件費の抑制から不安定雇用を生む懸念が

あるのではないかと考えられます。五つ目といたしましては、全国的に見た場

合、指定管理者制度の導入率がまだまだ低いのかなといいた事も考えられま

す。六つ目といたしましては、学校やボランティアと、現状と同様な連携が図

ることができるのかが心配であるといったこともあると考えております。 

私から、１に関しては以上になります。 
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議長（会長） ありがとうございました。今、説明のありました指定管理者制度を導入した

場合のメリット・デメリットということで、前回委員から依頼がありましたの

で、列挙してあります。 

いかがでしょうか。ひとつひとつご覧になりまして、質問のある方、遠慮な

く何でも結構でございます。質問ありませんでしょうか。 

奈良委員 よろしいでしょうか。 

議長（会長） 奈良委員、どうぞ。 

奈良委員 メリットの３番のところで、安定的な図書購入費を確保することができると

ありますが、７番で経費の削減が図られるということが、疑問に思うのですが。 

また、デメリットのところで、ボランティアとありますが、私は、「かばさ

んの会」で学校、イリス図書室、子育て支援センターなどでボランティアをさ

せていただいております。もし、イリス図書室が指定管理者制度の導入がされ

るとボランティア活動がどのようになるのかをグループで気にしているとこ

ろです。継続されるのかとか。 

その二点をお願いします。 

議長（会長） 大変貴重な質問だと思います。事務局お願いします。 

事務局（森岡係長） はい。まず、安定した図書購入費の確保につきましては、前回も少し触れさ

せていただきましたが、県の図書購入費の平均がございます。これを今、久喜

市におきましては、下回らないように確保することができております。実際の

ところ確保も年々厳しさを増してきております。 

実際にこれからもし指定管理者制度の導入になった場合、私たちは、図書館

運営における仕様書を用意します。この提示する仕様書の中に県の図書購入費

の平均を下回らないように確保と明記することで、安定した図書購入費の確保

ができるものと考えております。ただ、委員さんがおっしゃったように、経費

の削減と相反するものになってしまうのかなと思っておりますが、この部分に

関しましては、事業で係る経費とその他で係る経費のやりくりが、今現在、非

常に厳しく線引きがされております。この事業で使える経費は別の目的では使

うことができないようになっております。このあたりは、今現在よりかは柔軟

な対応ができるのかなと考えております。そのために全体の予算の中のやりく

りがしやすくなるのかなと考えたときに、事業費においても民間のノウハウを

利用して上手くやりくりをしてもらい、あと一般的に、公務員の給料は高いと

言われる部分もありますので、もしかすると、人件費の面でもやりくりをして

いただけるかなとも考えております。このようなところで経費の削減が図られ

るのかなと考えております。 

また、ボランティアさんとの関係は、もし指定管理者制度の導入になっても

今までのボランティアさんの市への貢献について理解しておりますので、ここ
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で活動を終了し、すべて指定管理者側に移行するとは考えておりません。活動

は今までどおりにしていただければと思っております。その辺りの調整が必要

な場合は、私たちは、指定管理者の方々に対して、仕事をすべて丸投げするの

ではなくて、図書館運営の進行管理をする職員が必要であると考えております

ことから、必要に応じて適宜図書館担当職員が指定管理者の事業者とボランテ

ィアとの間に入り、様々な調整をさせていただこうと考えております。 

以上でございます。 

議長（会長） 奈良委員、いかがでしょうか。 

奈良委員 はい、ぜひ調整をしていただければと思います。最初、仕様書という話もあ

りましたので、ぜひボランティアのところも書面でしっかり伝えていただけれ

ばと思います。 

議長（会長） よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

塚越委員 よろしいでしょうか。 

議長（会長） 塚越委員さんどうぞ。 

塚越委員 先ほどメリットの７番のところで人件費のことをお伺いしましたが、デメリ

ットの４番に人件費の抑制から不安定雇用を生む懸念が生じると言っており

まして、人件費のやりくりで経費の節減が行えると言っておりまして、これに

より不安定雇用につながることになるのでしょうか。 

議長（会長） 事務局お願いします。 

事務局（太田館長） はい。あくまでメリットとして経費の削減が図られ、図書館については、何

度も申し上げておりますとおり、無料が原則の施設でございます。総合文化会

館のような貸館ではなく収益が得られる施設ではございません。そのような意

味でどうしても運営の中で人件費に削減により対応していかざるを得ない。こ

の結果として、指定管理者制度を導入した場合、比較的年齢が若返るといった

ことがございます。それから一般論でございますが、指定管理者制度の場合、

どこも同じようですが、正職員でなく、契約社員の形が非常に多いと思います。

大手の事業所も一年契約にしているとのことで、必ずしも長期で契約できない

ところでデメリットにあげさせていただきました。 

ただ、年齢層が若返り、契約社員としてであれば、事実として経費削減につ

ながるのだろうと考え、メリットにも記載させていただきました。ご存知の方

もいらっしゃると思いますが、労働契約法第１８条が、平成２５年に改正され、

有期雇用であった場合、１年ごとの契約であった場合、５年目を迎えたときに、

具体的には、この条文は平成３０年から適用になるようですが、無期雇用に形

態が変わるようでございます。ただ、それで５年目を迎えるときに、指定管理

者側が意識して雇用契約の更新をしなくなってしまうのは困りますので、仕様

書に明記をした上で安定雇用を図ってもらうよう考えております。このこと
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は、一時期よく言われておりました雇い止めが横行していた時期があり、これ

を防ぐためにできたのが労働契約法第１８条の改正趣旨とのことです。これら

を踏まえ、今申し上げたとおり平成３０年ですと今後、私どもの図書館にも適

用になって参ると考えますので、100％防止はできないかもしれませんが、極

力雇い止めを防いでいくことが可能ではないかと考えており、雇用の安定化を

図ることにつながると考えております。以上でございます。 

議長（会長） 塚越委員、いかがでしょうか。 

塚越委員 はい、ありがとうございました。 

議長（会長） 他にいかがでしょうか。 

松本委員 よろしいでしょか。 

議長（会長） 松本委員、どうぞ。 

松本委員 今の関連で、経費の節減についてですが、人件費は大きいと思います。久喜

市全体の財政状況は分からないのですが、指定管理者制度を導入した場合のメ

リットになりますよね。当然、指定管理者制度を導入すると人件費が下がる。

そうすると久喜市全体の予算の中で考えたときに、市としてはマイナスシーリ

ングになっているとすると、教育部でいくら削減をする必要があるため、指定

管理者制度の導入を検討するように財政サイドからの話があるのですか。ある

いは教育部として考えているのですか。教育部として、指定管理者制度の導入

についてどのように考えているのか教えてほしいのですが。 

議長（会長） 事務局お願いします。 

事務局（太田館長） はい。そのことにつきましては、前回の会議で申し上げたとおり、最初のき

っかけは、合併直後の平成２２年５月１３日に制定されました「久喜市公の施

設に係る指定管理者制度に関する指針」が出され、さらに平成２３年１月１３

日制定された「久喜市公の施設見直しの検討指針」によりまして、久喜市公の

施設管理運営検討委員会が設置され、検討委員会の中での協議において、管理

運営方法変更対象施設として４つの図書館が指定管理者制度導入検討施設に

なったことから、財政サイドからの話があったわけではございません。前回、

指定管理者制度の導入見送りの答申を平成２６年３月に受けましたが、その後

も検討は進めることになっておりました。当初は、市内３つにある文化会館が

指定管理者制度導入に伴い、文化会館の中にある図書館が指定管理者制度導入

の検討になっておりました。それについては、見送ることが望ましいとの答申

が出されました。このことは、今後指定管理者制度導入について検討してはい

けないということではないことから、議会などでも今後も検討していくとの答

弁をさせていただいております。このようなことから、財政サイドからの話が

あり、検討しているわけではございませんのでご理解いただければと思いま

す。 
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議長（会長） よろしいでしょうか。一般的に指定管理の場合は、民間を活用するというこ

とで、市民サービスの向上であるとかあるいは、効率的な運営とか経費の削減

が得られるのではないかという点が強調されると思います。 

いかがでしょうか。疑問点などないでしょうか。 

横内委員 よろしいでしょうか。 

議長（会長） 横内委員、どうぞ。 

横内委員 デメリットの４番目の人件費についてですが、今、窓口で働いている方々も

継続して仕事ができるようになるのでしょうか。 

事務局（森岡係長） 現在図書館は、正職員と臨時職員で運営しております。実際に、もし指定管

理者制度の導入になった場合には、臨時職員は図書館での経験もあるし、知識

も豊富であることから、その方々をできるだけ雇っていただけるように働きか

けをしたいと考えております。今の臨時職員がいなくなることで、図書館運営

がうまくいかなくなるのではないかと思っております。 

事務局（太田館長） 補足をさせてください。 

議長（会長） 館長、どうぞ。 

事務局（太田館長） 事務局から、先ほど仕様書の話がありましたが、これは、募集要項と置き換

えることができると思いますが、その中には、臨時職員として勤務していた方

は、優先的に採用をお願いしたいと指定管理者制度を導入した多くの自治体で

も明記しておるようでございます。このことを踏まえて募集要項を作成してい

きたいと考えております。 

横内委員 わかりました。 

議長（会長） 他にございますか。 

奈良委員 よろしいでしょうか。 

議長（会長） 奈良委員どうぞ。 

奈良委員 すごく気になることなのですが、メリットとして５番で民間のノウハウを活

用して自主事業の充実が図られることはよいと思うのですが、デメリットの２

番で選書が業者任せになるところで、ボランティアで絵本などを使っているの

で、流行で本を買うことはやめてほしいのです。昔から受け継がれている良い

絵本を扱って欲しいと考えています。もちろん専門の方が来られると思うので

すが、絵本などの選書については、流行に追われないよう行ってほしいと考え

ますが。テレビで取り上げられたドリルは、子どもたちが喜んで勉強していま

したが、実際手に取って見たときに、どうしてという気持ちから、首をひねっ

てしまいました。そのため、流行の物に飛びつくのではなく、昔からよいとさ

れる本を選書してほしいと思いました。 

議長（会長） 事務局、いかがでしょうか。 
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事務局（河内鷲宮館

長） 

選書についてでございますが、今まで、図書館がそれぞれの図書館独自で特

色をもって選書をしてきた図書につきましては、そのまま図書館に引き継がれ

ます。選書は、市図書館担当職員と指定管理者制度業者がいっしょに選書する

ことを考えております。決して業者に選書を丸投げするつもりはありません。

選書の丸投げをしているところもありますが、久喜市が指定管理者制度を導入

したとしても、やはりすべてを任せるのではなくて先ほど説明したとおり、積

極的に市が関わって何かしらの進行管理をする中で、修正をしていく、今まで

行っていた各館の独自の選書は残していけると考えております。決して丸投げ

という形を考えているものではありません。 

しかし、職員がカウンターに出なくなってしまうため、最初にリクエスト票

をもらい、相互貸借を利用する本か、購入する本かの最初の判断は、業者に任

せることになってしまいますが、そのあと実際に購入するかどうかは選書会議

を開催することで、必ず選書に職員が関われると思っています。流行にのった

選書については、今までの図書館の選書にふさわしくないと考えておりますの

で、止めることができると考えております。以上です。 

議長（会長） いかがでしょうか。 

奈良委員   はい。ありがとうございました。 

議長（会長） この件につきましては、前回、指定管理者制度の導入について協議したとき

も、懸念されました。いわゆる協議会を存続してチェック機能を働かそうと考

えたりいたしました。昨今、指定管理者制度を導入しているところはいかがで

しょうか。協議会を残しているのですか。 

事務局（森岡係長）  半分半分くらいだと思います。名称を協議会から審議会に変えているところ

もございます。 

事務局（太田館長）  補足させていただきます。今回諮問させていただいたのは、図書館法に規定

されているため、教育長が諮問するわけにはいきません。そのため図書館長か

ら図書館協議会に諮問させていただいております。 

 これが、指定管理者制度を導入した場合、民間事業者が図書館長ではありま

すが、市の職員でない者が、市の公的機関である図書館協議会に諮問すること

を疑問に思っております。そのため、協議会方式から審議会方式に変えて、今

後各種計画など教育委員会が諮問することなどを考えております。つまり、諮

問することは、市の方針を決めることについて、いくら指定管理者とはいえ、

それを民間事業者の図書館長が諮問することに対して、疑問をもっておりま

す。国において、この辺りの法律の整備が追いついていないところがあるので

はないかと考えております。 

 そのような意味で、結果として、協議会から審議会に切り替えているところ

があるのだと考えております。 
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議長（会長）  その辺りは、今後視察などで質問してみるのもよいのではないかと考えてお

ります。 

 他に、いかがでしょうか。 

事務局（太田館長）  もう一点、よろしいでしょうか。協議会は必ず設置しなければならないもの

ではありません。図書館法では、公立図書館には図書館協議会を置くことがで

きると規定されており、条例で設置するもので、合併前の久喜市では協議会の

設置はされておりましたが、町では設置されていなかったと聞いております。 

議長（会長）  協議会ということでなく、図書館で今審議しているメンバーにしてみれば、

チェック機能が必要なのか、そうでないのかが重要であると考えているところ

です。そうでないと、何で認めたんだとなっても困りますので。そのようなガ

ードするところがなくてはいけないと思っているわけでございます。もちろん

民間には民間のノウハウがあってコストカットを中心として、専門の方もたく

さんおり、効果はもちろん出ているわけですから。その辺は疑うわけではない

のですが、今まで取り組んできた協議会のメンバーとしては、そのようなこと

が担保されているのかどうが一番心配なところでございます。 

 他にいかがでしょうか。 

松本委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  松本委員どうぞ 

松本委員  久喜市立図書館の今後の運営について話し合いをしているところですが、今

後新たに設置される子ども図書館については、どうなのでしょうか。４館だけ

なのでしょうか。それとも子ども図書館を含めた今後の運営になるのでしょう

か。 

議長（会長）  館長いかがですか。 

事務局（太田館長）  これは、今回はあくまで４館のみであるとご理解いただきたいと存じます。

子ども図書館については、開設が平成３２年４月の予定になっており、別に考

えさせていただきたいと存じます。 

議長（会長） 他にいかがでしょうか。遠慮なく。 

丸山委員 よろしいでしょうか。 

議長（会長） 丸山委員、どうぞ。 

丸山委員  今回の課題の中で、どのようにするのかとのことで、開館日数とかは、目に

付くところで、要するに短いということですよね。しかしながら、だからと言

って指定管理者の信仰者ではないけれども、現状で工夫して年末年始の休みだ

とか、月曜日の休みだとか、特別整理日だとかそこが一番差がありますよね。

そのようなところを何とかすれば、現状で解決できるのかと思います。それで

ある程度解決して、指定管理者制度を導入しなくてもいいだろうということな

どはないのだろうか。誰だって開館日数は２８１日と３００日とでは、目につ
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きますよね。少ないということになりますよね。 

 それからここで言うならば、合併のことでも、以前のことをほぼ継続してい

ますよね。この時期に、管理の体制も含めて見直しをどうするのか。勤務体制

についても開館日を増やすのであれば、交代制の勤務で行うなど、従来のやり

方ではだめですよね。このようなことができないのであれば指定管理の導入を

前面に出していくべきではないでしょうか。現場で改善できるところがあるの

かどうかだと思いますよ。単に、指定管理者制度導入のメリット・デメリット

の表と開館日の表とこれをみれば、指定管理の方が長いとか数が多いですよ

ね。指定管理を利用しないで、やっているところはどのようにやっているのか

というところだと思いますよ。開館日数の表を作ってもらったので、指定管理

でなくて工夫しているところで、特別整理日を短くしていたりするところもあ

りますよね。これも工夫だと考えています。また、ここの表でいうメリット・

デメリットはこのままだと思いますよ。 

議長（会長）  おっしゃることも理解できます。 

及川委員  よろしいでしょか。 

議長（会長）  及川委員、どうぞ。 

及川委員  私も丸山委員と同じような意見なのですが、指定管理者以外に工夫されてい

るところ、資料２になってしまうのですが、開館日数でいうと、網掛けの部分

が指定管理で、そうでないところで、上位の東松山市や川口市などでは、どの

ような工夫をして運営しているのか分かる範囲で教えていただければなと思

います。一般論でかまいません。 

議長（会長）  一応、資料２でやろうと思っていたのですが。事務局いかがですか。 

事務局（太田館長） はい。東松山市は、窓口業務委託を行っているようでございます。それから、 

一般論になるのですが、上位の市では正職員の数も多いのかと考えておりま

す。それと、先ほど特別整理の関係が話しにでましたが、特別整理期間をいろ

いろなところで短縮しております。これが良いことなのかは分かりませんが、

実際、久喜市は１週間とっておりますが、最初のときに全件点検を行います。

現在所蔵が増えまして、全件対応できておりません。そのため１１月に最終的

に見直しまして、不明図書あるいは、点検回数が３回以上で不明図書を抽出し

ているのですが、どうも他のところで特別整理期間の圧縮をしたところを見る

と３～４年をかけて毎年全体の３分の１とか４分の１とか分けて行ったりし

ているようでございます。そうすると一年間の合計で不明図書が何冊でている

のかとか三回以上の冊数が出ているのかとかの件数が正確には出なくなって

しまいます。そのようなやり方でいいのかという疑問があります。それは、利

用者にとってはあまり影響がないからいいよという考えもありますが、久喜市

では、以前から全件点検を行い、不明図書の冊数を出しております。この数字
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は議会でも聞かれるものでございますので、正確なものを出したいと思ってお

ります。 

 人が増えて、運営ができればよいのですが、予算も限られております。職員

数も減ることはあっても、増えることはありませんので、そのような中で行っ

ていることをご理解いただければと思います。開館日も２８１日、２８２日あ

たりが４週８休でこなせる最高限度であると考えております。それでも５月の

連休は、振り替え休館日も少なくして対応しております。ご理解いただければ

と存じます。 

議長（会長）  市の予算を眺めても、相対的に全国的ではあると思いますが、削減や縮減さ

れつつありますよね。その分社会福祉費が大きくなっております。以前、国保

の審議委員をやったときもそうでしたが、今、４２兆からの赤字財政というく

らいになってきておりますよね。また一方で、長い間この図書館に協議会委員

として勤めさせていただきましたが、正直言って、いろいろなことをやろうと

提案をしてきましたが、気持ちは汲んでくれましたが、人員不足という点でな

かなか実現しませんでした。それが現在にいたっております。従って、かなり

厳しいのかなと感じます。これらの問題も視察にいったときに質問するのもい

いと思っております。 

 他にございますか。 

松本委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  松本委員、どうぞ。 

松本委員  人の問題が一番大きいと思います。職員が増えないという中で、今度子ども

図書館という箱物をつくりますよね。これができると人が必要になります。そ

こに配置する職員が必要になります。その分の職員を現在の４館で割るわけに

もいかないと思います。では、子ども図書館に配置する職員はどうするのか、

新規雇用にするのかを見据えて事業が進んでいると思います。それを考えると

子ども図書館ができたときの人をどのようにするのかも含めて考えていかな

いといけない、そのために、平成３２年には、増員などは考えていないのでし

ょうか。 

事務局（太田館長）  現在考えられることは、子ども図書館については、本当に白紙でございます。

最悪のパターンですと現状の図書館職員から子ども図書館分の職員を回すこ

とも考えられなくはないと思っております。あくまでも、可能性の問題でござ

いますが、私の立場では、はっきりしたことは申し上げられません。しかしな

がら、最悪の場合、臨時職員の増員で４館を直営のまま継続して、現状の正職

員のうち、何人かを子ども図書館に異動させることが一番最悪だと考えており

ます。そうすると、既存４館のサービスの低下は避けられなくなってしまうと

考えます。あくまで最悪のケースですが、考えないといけないと思っておりま
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す。但し、現時点まったく確定しておりませんのでその点はご了解いただきた

いと存じます。 

議長（会長）  私も館長と話したことがありますが、誰が子ども図書館の対応をするんだと

聞いたことがありますが、今いるメンバーでやるほかないかもしれないという

話がありました。確定ではありませんが。 

 他にいかがですか。 

 よろしいでしょうか。また、何か気がつきましたら次回にでもお願いいたし

ます。 

 それでは、資料１の２ 前回指定管理者制度が見送りになった課題と課題の

対応策について事務局からの説明をお願いします。 

事務局（森岡係長）  次に、２ 前回指定管理者制度が見送りになった課題と課題の対応策につい

てですが、前回口頭で説明をさせていただきました内容を記載させていただい

ております。 

 まず、前回の課題として１番目に図書館運営の継続性、２番目に図書館の公

共性、３番目に図書館への導入状況、４番目に図書館電算システムに係る費用、

５番目に図書館電算システムの統一、６番目に図書館計画の推進、７番目に学

校、ボランティアとの連携についての課題があげられております。それぞれの

対応策といたしまして、言葉で説明をさせていただいたところですが、改めて

記載させていただきました。 

 前回の課題の１番目の図書館運営の継続性ですが、図書館担当職員が必要だ

と考えておりますので、図書館業務の引き継ぎを充分な期間を設けさせていた

だきまして、今までの運営の継続性が途切れないように配慮し、引継ぎをしっ

かりしていきたいと思っております。また、選書については、先ほどからお話

がありますように、行政側の図書館担当職員が選書会議に加わることで、「久

喜市資料収集方針」に基づき、今までと同じように一貫性をもった資料の収集

ができるものと考えております。 

 次に２番目の図書館の公共性についてですが、指定管理者制度を導入する場

合、図書館は利益を追求するものではないので、公共性が維持されるのかとい

うことが課題だろうと考えておりますが、平成１５年９月に地方自治法の改正

によりまして、公の施設におきまして、指定管理者制度が導入できるようにな

っております。全国的に指定管理者制度の導入がされて１０年以上が経過をし

ており、５年を一区切りにしてすでに全国では３期目、県内では２期目に入っ

ている図書館もございます。この間に事業者側でも図書館運営に関する蓄積が

あり、特に問題が発生していないことから、図書館の公共性についても、久喜

市におきましても公共性が維持されるものと考えております。 

 次に３番目といたしまして、図書館への導入状況になりますが、先ほどの１
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の図書館への指定管理者制度を導入する場合の一般的なメリット・デメリット

のデメリットの５番目に全国に見た場合、導入率が低いと話をさせていただい

たところではありますが、平成２４年度と平成２７年度と比較をさせていただ

きまして、全国的な集計として市だけですが、平成２４年度には１０６市であ

りました導入市が平成２７年度には１３４市になっておりまして、導入率は約

５％増えているところでございます。図書館数でいいますと平成２４年度が 

２１０館の導入が、平成２７年度には２４８館の導入に増えております。導入

率は９％から１２．８％に増加しております。これが埼玉県内になりますと、

平成２４年度は県内４０市のうち４市の導入でしたが、平成２７年度には１１

市まで多くなっておりまして市での導入率は、平成２４年度は１０％でした

が、平成２７年度には２７．５％に増加しております。またごく最近では、 

１４市になっております。図書館への導入も平成２４年度には１５館でした

が、平成２７年度には２７館に増えており、導入率も９％から１６％になって

おります。これが、平成２９年度現在ですと、３３館まで増加しております。 

 次に４番目といたしまして、図書館電算システムに係る費用についてでござ

いますが、図書館電算システムに係る費用は、直営でも指定管理でも変わるこ

とはありません。 

次に５番目といたしまして、図書館電算システムの統一についてでございま

すが、もうすでに４図書館と３つの公民館とで統一の図書館電算システムの構

築がされておりますので、このシステムの統一を維持していくことを前提とし

て指定管理者制度を導入を図っていくことにより、特に問題は発生しないと考

えております。 

次に６番目といたしまして、図書館計画の推進でございますが、行政側に図

書館運営の進行管理をする図書館担当職員が適切な図書館運営の管理やしっ

かり連携を取ることで、「図書館サービス基本計画」や「子ども読書活動推進

計画」についての引き続き一貫性を持った継続的な計画の策定や進行管理がで

きると考えております。 

最後に７番目として学校、ボランティアとの連携でございますが、先ほどデ

メリットの６番目で話をしましたが、ボランティアの活動状況や重要性を充分

に説明し認識していただき、なお、行政側の図書館担当職員が必要に応じて調

整に入らせていただいたり、積極的に関わるようにしていくことで対応できる

と考えております。以上になります。 

議長（会長）  ありがとうございました。ただ今、前回指定管理者制度の導入が見送りにな

った課題とその課題の対応策について、１番から７番までの説明をいただきま

した。いかがでしょうか。ご質問を承ります。 

奈良委員  よろしいでしょうか。 
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議長（会長）  奈良委員、どうぞ。 

奈良委員  ２番目の図書館の公共性で図書館を専門に運営している業者が少ないとい

った課題に対して、その対応策が述べられているのですが、これだけではわか

りにくく、特に問題等が発生していないから公共性は維持できるとしか書かれ

ていないので、そこがわからないのと、問題が発生していないと述べられてい

るにもかかわらず、指定管理者制度を止めて直営に戻したところがあること

が、３番の図書館への導入状況のところに数字が入っていないのでどのくらい

の件数があるのかを知りたいのですが。 

議長（会長）  それでは、最初の図書館の公共性と指定管理者制度導入後、直営に戻した件

数などの説明を事務局、お願いします。 

事務局（森岡係長）  はい。まず、図書館の公共性についてですが、図書館を専門に運営している

会社は本当に数えるくらいしかいないのではないかと考えております。実際に

指定管理者制度として図書館を運営しているところは少しずつ増えてきてい

る状況にあります。指定管理者制度で図書館を運営している事業者は、図書館

関連会社や人材派遣会社や地域に貢献をしたいと考えている会社やＮＰＯ法

人などになっております。民間事業者が独自に図書館を運営しているところ

は、あまりないのではないかと思っております。そのような意味での業者少な

いことと、しかしながら図書館を運営している業者がまったくゼロではなく、

指定管理者制度の導入で図書館運営を行っている事業者あることから、少ない

といった表現になっています。運営自体の根本を揺るがすような問題は、起き

ていないところをご理解いただければと思います。 

 また、指定管理者制度導入後、直営に戻った事例ですが、前回の協議会でも

お話をさせていただきましたが、指定管理者制度を受けた業者によるものであ

ると考えます。受けた業者は民間の事業所ばかりでなく、ＮＰＯ法人や第三セ

クターであったりしております。私どもが知る限りでは、ＮＰＯ法人が受けた

業者のところが直営に戻していると聞いております。前回、下関市の話をいた

しましたが、これは稀な事例で、指定管理者制度の導入で開館日数が増えて、

貸出冊数も増えて、市民サービスの向上につながったと評価はしつつも、市の

考え方によりまして、生涯学習施設であることから指定管理者制度ではないと

の考え方の変更がありました。 

奈良委員  戻した割合などは分かるのでしょか。 

事務局（森岡係長）  指定管理者制度から直営に戻したのは、全国で１３市町になります。 

議長（会長）  県内では指定管理者制度から直営に戻したところはありますか。 

事務局（森岡係長）  県内ではございません。 

事務局（太田館長）  一般的な傾向ですが、指定管理者制度の募集をしたけれども、応募がなかっ

た山間の場所があるようです。都内でも唯一指定管理者制度の取り止めをした
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ところがありますが、そこは廃館になった図書館でございます。 

 奈良委員から図書館の公共性の話がありましたが、図書館の公共性とは何で

あるかを考えていると、観念的なことになってきまして哲学みたいなところが

ございます。日本図書館協会、最近では日本弁護士連合会でも指定管理者制度

の導入は反対との意見が出されておりますが、図書館における公共性は何かと

なりますと、利用者側からすると指定管理者の事業所の運営であっても直営で

あってもサービスがより良くなって、開館日数が増加し多くの事業が開催さ

れ、本の種類が増えれば、利用者にとってはいい事であって、極端なことを言

えば、直営でも指定管理者の事業所の運営でも、それを意識することがあるの

かなと思っております。また、国立、県立図書館レベルになると非常に高度レ

ファレンス、市町村では答えきれないものがございます。市のレベルで難しい

質問が来た場合、県立図書館の力を借りて調べたりもしています。久喜市では、

県立図書館との人事交流によりまして、レファレンスの経験豊富な県職員が来

ておりますので、我々職員が学んでいるところでございます。今の時期、夏休

みの自由研究などについて、分からないことがあれば問い合わせをしてくださ

いと館内にポスターを貼ってレファレンスに力を入れております。それでは、

指定管理者制度が導入されたからと言って、このようなレファレンスをやらな

いのかと言えば、やることに決まっております。そうしたときに、図書館の公

共性は非常に難しくなると考えています。哲学になると思います。なかなか説

明しにくいものであると思います。ただ言える事は、先ほど奈良委員がおっし

ゃっられたたように、特に問題は起きていないと表現で乱暴になってしまい申

し訳ありませんが、これだから指定管理者制度はだめなんだよといったことが

でているのは、話題になっている図書館くらいしか聞かないので、大丈夫であ

ると考えております。 

議長（会長）  はい、ありがとうございました。図書館の公共性、これはなかなか二元的で

社会全体の高揚を高める、いわゆる公益性を増進することがうたわれているの

でしょう。社会的使命を持った組織である図書館なんだといったところなので

しょうか。 

 それよりも一番重要なことは、利用者サービスが中心になることです。その

目線で考えていく必要があると思います。また、もう一点、先ほど指定管理者

制度の受注先、これは民間企業、公社、財団であるとかさらにはＮＰＯ法人に

なっていて、約６割が民間企業が受けていることになっています。 

 いかがでしょうか。他に質問はございますか。 

 課題解決ができそうなのか、あるいはできないのかといったところです。  

横内委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  横内委員、どうぞ。 
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横内委員  ４番目、５番目の図書館電算システムはどのようなシステムなのですか。 

議長（会長）  事務局、お願いします。 

事務局（森岡係長）  はい。このシステムは、図書館の窓口で貸出、返却のときにバーコードを読

んでいるものがあります。それを総称したシステムになっていります。貸出業

務、返却業務、予約の業務、予約の資料が準備できたときの連絡メール、所蔵

本のデータ管理などをしているシステムのことになります。以上です。 

横内委員  わかりました。 

議長（会長）  他にいかがでしょうか。疑問な点ありませんか。資料２、資料３の説明はこ

のあとになりますか。 

事務局（森岡係長）  それでは、資料２の説明をさせていただきます。こちらは、平成２７年度各

市基幹（中心となる）図書館の開館日数を表したもので、県内４０市のものに

なります。久喜市で言いますと、図書館が４館あり、その中心となる図書館が

中央図書館になります。他市でも、図書館が複数館ある場合は、久喜市と同様

に中心となる図書館があるだろうと考え、その中心となる図書館の開館日数を

拾い出しております。こちらの表で網掛けの部分は、指定管理者制度を導入し

ている市になります。指定管理者制度導入市の平均開館日数を調べたところ、 

３０９．３日になっておりました。また、直営で運営している図書館の平均開

館日数は、２９８．８日で約３００日でございます。 

 先ほど、開館日数が多い直営の図書館は、どのような工夫をしているのかと

の話がありましたが、東松山市は先ほど事務局から話がありましたが、窓口業

務を委託しております。川口市に関しましても、委託している業務があるよう

なので、多分、窓口業務を委託しているのではないかと思います。また和光市

ですが、窓口教務の委託はしていないようです。しかしながら、臨時職員の人

数が多いのがうかがえるため、それで対応しているのではないかと考えられま

す。さいたま市も東松山市と同様に窓口業務を委託しているようでございま

す。市職員と臨時職員だけで運営をしていて、これだけの開館日数を確保して

いるところは、多くないようでございます。 

 資料２の説明については、以上になります。 

議長（会長）  ありがとうございました。資料２で質問がありますでしょうか。 

 ちなみに、春日部市、北本市、鴻巣市は、指定管理者制度を導入する前の開

館日数はいかがでしたか。どのくらい増えていますか。 

事務局（太田館長）  指定管理者制度導入前と、導入後で開館日数はあまり変わらないようでござ

います。但し、春日部市では、平成２２年１１月に指定管理者制度を導入後、

平成２７年度までは３５０日以上開館しておりまして、残りの直営館２館は２

８０日から２９０日未満で開館しておりましたが、平成２８年度からは、民間

でできるのであれば、直営でもできるとの意見を踏まえ、開館日数を指定管理
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者制度導入館と同じような開館日数にしていたため、現時点ではあまり変化が

ないようでございます。この春日部市につきましては、過去、県内で唯一専門

職採用を行っておりましたこと及び、交代制勤務を多用して直営でも日数増加

の対応ができたようでございます。その代わりに職場で全職員が顔をあわせる

ことはできなくなったと聞いております。実際、正職員の勤務は数人ずつに分

けて行っていたようでございます。 

議長（会長）  何か疑問な点はありませんか。 

及川委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  及川委員、どうぞ。 

及川委員  先ほどの説明で、窓口業務委託の説明がございましたが、やはり指定管理者

制度と同じようにメリット・デメリットがあるかと思います。一般論でよいの

で、把握している限りでかまいませんので教えてください。 

議長（太田館長）  それにつきましては、資料２の１３番目の上尾市が業務委託をしているの

で、視察に行ってきました。印象といたしまして、バックヤードに人が多くい

て、窓口には一切出ていない状況でございました。具体的な数値は定かでない

のですが、人数的な削減はできていないような状況でございました。それと一

般論として、業務委託の欠点は、直接指示ができないところでございます。実

際は細かい点につきましては現場のチーフつまり責任者がいるということで

希望を伝えていたようですが。業務委託で市の職員が現場にいる方に指示はで

きません。また、仕様書に書いてあることしかやらないことが一番の問題かな

と思っております。民間のノウハウがあってもそれ以外のことができないとい

うデメリットがあるようでございます。つまり、窓口業務の負担軽減を図るこ

とにより正職員を減らし、人件費の抑制を図ることは出来るかもしれません

が、自主事業の提案や実施はできないとのことです。それから物理的問題とし

て、事務室内に業務委託職員の休憩場所を設けなければならないのですが、ハ

ード的になかなか難しいことでございます。久喜市では事務室内に正職員と同

じ場所に業務委託の社員の休憩場所の設置は困難でございます。中央図書館で

は、畳部屋がありますが、清掃員の控え室になっております。その控え室も半

分半分で使うにはあまりにも狭すぎる場所になっております。費用対効率の面

であまり効率がよくない印象がありまして、なかなか選択肢として選びがたい

ものになっているところでございます。 

議長（会長）  仮に、業務委託が導入された場合は協定書の締結ですか。 

事務局（太田館長）  業務委託の場合は契約になります。 

議長（会長）  仮に、指定管理者制度が導入された場合はどうなりますか。 

事務局（太田館長）  指定管理者制度の場合は協定書の締結になります。 

松本委員  よろしいでしょうか。 
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議長（会長）  松本委員、どうぞ。 

松本委員  はい。このようなことを聞いてよいのかわからないのですが、今日、教育部

長も出席していますが、開館日数が少ないという状況の中で、開館日数が少な

い事実を教育部としてどのように考えているのでしょうか。開館日数を増やさ

なければいけない状況や課題として、施策上どのあたりに位置づけとして捉え

ているのでしょうか。 

 例えば、指導課などは多くの非常勤特別職が現場にいらっしゃいますよね。

臨時職員が増えていけば開館日数も増えていくことができるのではないかと

考えられます。このようなことから教育部としてどのように捉えているのかを

教えてほしいのですが。 

議長（会長）  部長、よろしいでしょうか。 

部長（渋谷教育部長）  はい。この開館日数の問題は、今までの図書館運営の中で大きな課題となっ

ておりました。特に県内の市の中でもかなり低いレベルにあるとの話がありま

した。ただし、図書館は図書館職員として様々な工夫をしながら、何とか日数

を増やすように努力してきておりました。ただし、現状の枠組みの中で、人員

増を人事課に要望しているところではございますが、現在、職員数を削減して

いく中で、なかなか実現しない。また、臨時的職員につきましても、予算的な

制約でこれ以上増やすことも難しい状況にあるところでございます。それらの

ことを総合的に検討した結果の中で、一つの選択肢として今回ご審議していた

だいております指定管理者制度が出てきたところでございます。ですからこれ

が必ずしも適切な解決策になるかは、これから慎重に審議していくところでは

ないかと思いますけれども、方向性としてはやはり、開館日数を増やすことは、

市民サービスの向上につながりますので、今回につきましては、指定管理者制

度がどうかと皆さまにご審議いただいているところでございます。 

議長（会長）  はい、ありがとうございました。その他は、いかがでしょうか。 

野原委員  よろしいでしょか。 

議長（会長）  野原委員、どうぞ。 

野原委員  はい。一番の根本は、少子高齢化で税収が少なくなること。それに対応して

費用対効果が一番問題になってくるのかなと思います。これからどんどん働き

手が少なくなって、子どもも少なくなってくる。一方で福祉にはお金がかかる

ことから、財政面で指定管理者制度を考えていかなくてはならないのかなと思

います。指定管理者制度の導入市では、費用的な面では削減できているのでし

ょうか。 

議長（会長）  事務局、いかがですか。  

事務局（太田館長）  はい、その点については、メリットのところで書かせていただきましたが、

記載順に意味がありまして、最後に書かせていただきました。実際にあくまで
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参考の見積もりですが、期待よりは少ない削減額といったところでございま

す。細かい話は省略させていただきますが、あくまでも少子高齢化に向けて図

書館を守っていくことが必要であると考えております。 

 話が大きくなってしまい申し訳ありませんが、北海道の夕張市の図書館は、

なくなってしまいました。非常に残念なことでございます。全国の自治体の中

でも市においても図書館がないところがございます。図書館は、市に必ず設置

しなければならない施設ではありません。その図書館を守りたいです。市民の

大事な図書館です。そのようなことから費用の削減額が大きく、効果もあれば

良いのですが、開館日も増え費用的にも直営の時より確かに安くなる、その他

の効果もあるとのところで進んでいけたらと思っております。莫大な削減額が

あるといえないところが残念ですが、この点について、ご理解いただきたいと

存じます。 

議長（会長）  はい、ありがとうございました。他にありますでしょうか。 

塚越委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  塚越委員、どうぞ。 

塚越委員  表中の３６番の桶川市ですが、久喜市とあまり変わらない開館日数ですが。 

 

事務局（太田館長）  桶川市は、指定管理といいましても、市内に複数館図書館がある中で、中心

となる図書館は直営で運営しています。駅前の図書館のみが指定管理者制度を

導入しておりますことから、直営での開館日数を記載させていただいておりま

す。網掛けなので、桶川市では、図書館に指定管理者制度の導入をしているの

ですが、導入している図書館が基幹（中心となる図書館）図書館でないことを

ご理解いただければと思います。なお、所沢市も桶川市と同様でございます。 

議長（会長）  その他はいかがでしょうか。ないようであれば、資料３の説明をお願いしま

す。 

事務局（森岡係長）  はい。それでは、資料３の説明をさせていただきます。 

 こちらは、県内の市で指定管理者制度を導入している図書館の一覧になって

おります。また、請け負っている指定管理者名も記載しております。 

最初に、全国的にも最大手であります、（株）図書館流通センターという会

社で、図書館に本を卸している会社でございます。 

 次に、紀伊国屋書店・アクティオ管理運営企業体ですが、紀伊国屋書店は本

屋であり、アクティオという企業ですが、指定管理者制度の導入以前から、様々

な公共施設におきまして、管理運営に関する数多くの業務を受託しておりまし

た会社のようです。その長年の施設運営業務委託で蓄積したノウハウを生かし

ているようでございます。現在の事業内容を調べてみますと、一番最初に出て

くる事業名が指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託と出てきますこと
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から、この会社自体も現在も、この指定管理者制度の施設管理受託をメイン担

当しているようでございます。 

 次に、（株）ヴィアックスという企業ですが、もともと昭和４８年にダイレ

クトメール企画・製作・発送代行会社として創業されております。その後、平

成７年にマーケティングリサーチ業務を開始するとともに、平成１４年に図書

館事業の参入のために図書館事業本部を開設しております。主な事業としてダ

イレクトマーケティング事業、図書館事業、ITコミュニケーション事業、人財

（人材）サービス事業、出版事業などを行っている企業のようです。 

 次に、シダックス大新東ヒューマンサービス（株）は、カラオケで有名なシ

ダックスのグループ会社になります。大新東株式会社をシダックスが完全子会

社化しており、車両（乗合路線バス）管理以外の施設管理サービスや人材派遣

事業をおこなっている企業です。 

 最後に、ヤオキン商事（株）ですが、都内足立区の企業で地域社会への貢献

という理念のもとで、指定管理事業、自動車関連事業、住宅設備事業、エネル

ギー燃料関連事業、不動産事業を行っております。都内足立区に公民館のよう

な学習センターがあるようですが、それらの指定管理を受けている会社でござ

います。 

 この資料３については、以上でございます。 

議長（会長）  ただ今、県内市低管理者導入図書館と指定管理事業者の説明がございまし

た。つづいて、資料４の説明もお願いします。 

事務局（森岡係長）  はい。それでは、本日配付をさせていただきました資料４の説明をさせてい

ただきます。こちらは、指定管理者制度を導入した自治体の利用者等の意見と

いたしまして、県内すべての導入市に聞けたわけではありませんが、確認がで

きた市の意見等をまとめさせていただきました。 

 まず、平成２７年度に指定管理者制度へ移行いたしました幸手市でございま

す。利用者の意見といたしまして、祝日開館が開始され、開館日が増え利用し

やすくなったとのことで開館日数も３１０日になっております。窓口で笑顔で

迎えてくれるようになったり、香日向分館ではカフェコーナーが設置された

り、中央館では開館時間の時間延長がされ、利用しやすくなったとの意見があ

ったようです。また行政側の意見としては、ＷＥＢ予約を開始することが出来

たとかホームページが改良されて見やすくなったであるとか、自主事業の回数

が増えたなどの意見がございました。 

 次に平成２６年度指定管理者制度へ移行いたしました北本市でございます。

利用者の意見といたしまして、イベントが増えて楽しいとか、開館時間が長く

なり、利用しやすくなった、職員が一生懸命やっている熱意や姿勢が感じられ、

雰囲気がよくなったなどの意見があったようです。また行政側の意見として
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は、直営のときと比べ、図書館についての苦情・要望が寄せられなくなったと

の意見がございました。 

 同様に平成２６年度指定管理者制度へ移行した鴻巣市でございます。利用者

の意見といたしまして、参加したいイベントが企画されるようになり良くなっ

ているといった意見がございました。また、行政側の意見としては、指定管理

事業者がとても良くやってくれている姿勢がはっきりわかったり、コストも少

し下がったり、学校図書館の本の整理も実施しており、学校から喜ばれている

との意見がございました。市内２７校を週に１～２回程度巡回して整理をして

いるとのことでございます。 

 次に最後になりますが、平成２２年度に指定管理者制度へ移行いたしました

吉川市でございます。利用者の意見といたしまして、イベントが増えて図書館

の積極性が感じられるとのことでございます。また、行政側の意見といたしま

しては、指定管理者制度導入前は、窓口について臨時職員を対応していました

が、指定管理者制度導入後は、窓口職員も専門知識を持った人が対応している

ため、窓口で待たせることが少なくなった、館内における展示物や本のレイア

ウトがわかりやすくなったとの意見がございます。 

 資料４については、以上でございます。 

議長（会長）  ありがとうございました。 

事務局（太田館長）  よろしいでしょうか。補足ですが。 

議長（会長）  事務局どうぞ。 

事務局（太田館長）  先ほど説明させていただきました、資料４の鴻巣市の行政の意見として、学

校図書館の本の整理についての説明をいたしましたが、この事業は、業者側か

らの提案事項とのことでございます。行政側が仕様書で示したものではないこ

とを確認しております。 

議長（会長）  資料３、資料４につきまして、説明がありましたが、ご質問ありますでしょ

うか。 

山中委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  山中委員、どうぞ。 

山中委員  私が久喜市に来て、１５年程度になります。図書館には、子どもが小さいと

きに本当によく利用させてもらっていました。おはなし会にも参加させていた

だきました。現在までこのようによくやってくださっていることに感謝いたし

ます。 

 現在は、フルタイムで働いておりますので、図書館に来る機会がほとんどな

くなってしまいました。市役所近くの県立図書館に行って短時間で用事を済ま

せるといった感じになっています。時間をかけて過ごすにはとてもよいのです

が、短時間で用事を済ませるには、少し難しいかなと思っています。 
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 私はＰＴＡ会長として学校にいることが多いので、学校の図書室の整理をし

たいと思っておりました。学校の校長先生の判断が一番だと思いますが、図書

室の本は増えていきますが、なかなか管理できていないと思います。図書ボラ

ンティアとして参加していてもなかなか出来ないと思います。そのため、資料

４を拝見して、出来たらいいなと思いました。以上です。 

議長（会長）  ありがとうございました。館長、今の件で何かありますか。 

事務局（太田館長）  学校の先生も忙しいところで、高校には学校司書が配置されておりますが、

小・中学校には必ず学校司書を配置しなければならないことになっていないた

め、なかなか難しいところであると思います。司書教諭はいますが、担任を持

っているため、時間が割けないようでございます。その辺りは、松本委員が過

去、学校運営をされていた時に配慮して、学校図書館のことを考えていたと伺

っております。 

 我々も学校訪問に行きまして、学校図書館でおはなし会を行うこともあり、

傷んだ本を見るときもあるようでございます。学校図書館まで図書館職員が回

れればよいのですが、手が回らない状況でございます。本心としては、このよ

うなところを提案していただければありがたいと思っております。また、学校

との打ち合わせ会にも参加をさせていただいており、要望も寄せられ、昨年度

は、本の修理の仕方などをお伝えしたところです。学校訪問おはなし会・ブッ

クトークなどで、学校との連携は取っておりますが、更に一歩進めて学校図書

館の整理まで手が回らない状況でございます。今後がんばっていけたらと思っ

ておりますが、難しい状況でございます。 

山中委員  今、小学６年の娘が、将来本に関わる仕事がしたいと言っております。絵本

の作成のようですが、かなりの才能と運が必要ではないかと考えます。意欲が

あって本当に本が好きな子どもさんが、携われる場が久喜市にできたらいいな

と思います。 

議長（会長）  子ども図書館を期待しましょう。松本委員、何かございますか。 

松本委員  私もこの資料４を読みまして、指定管理者はどうかということですが、学校

図書館の整理をしていただけることはいいなと思っております。これは是非必

要と思いますし、実際に移行した場合には、入れて欲しいと思います。学校に

は１名、司書教諭がおりますが、週１時間は図書の時間にあてるようになって

いました。様々な考え方がありますが、非常勤特別職で図書館補助員を置いて

いるところもあります。指導課で週１回でも対応できればとも思います。 

奈良委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  奈良委員、どうぞ。 

奈良委員  栗橋では、栗橋文化会館図書室の方に協力をしてもらい、本の直し方を教わ

り、それは、保護者であったときに講習を受けて、校長先生の考えもあります
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が、学校に伺って、本の整理と修理をした経験があるので、そのようなことも

一つの案だと思います。ＰＴＡ会長さんなので、お伝えしておきます。 

議長（会長）  私見ですが、私も社会教育委員のときに、学校図書の自立性と学校に一人づ

つ司書を置くといった内容のレポートを提出したことがあります。また、ある

とき、図書館協議会のときに教育長にお伝えしたところ、今のところは現状維

持でと言われた経験がございます。 

 いかがでしょうか。質問がないようなので、本日は多岐にわたって充実した

話し合いがなされたのではないかと思います。もちろんこれで結論を出すもの

ではありませんので、今日のことをまた踏まえ、今後の協議に臨んでもらえれ

ばと思います。長時間にわたり協議をいただきまして、ありがとうございまし

た。大丈夫でしょうか。何かありますでしょうか。 

野原委員  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  野原委員、どうぞ。 

野原委員  資料４についてですが、何か良いことしか書いていないですよね。それであ

れば進んでいった方がよいのではないかと思いました。 

事務局（太田館長）  正直、事務局としても良いことばかりの結果となったことに対して、辛くな

ってしまいました。 

野原委員  私も利用者ですので、笑顔で迎えてくれて気持ちが良かったとあります。利

用者の立場で感じているのだなと思いました。感想です。 

議長（会長）  いずれにしましても、次の協議会では視察を企画しているようでございま

す。とりあえず、今日のテーマはこれで終わらせていただきます。 

 それでは、議題２のその他になります。事務局お願いします。 

事務局（太田館長）  それでは、視察ということが出ましたので、委員の皆さまのご賛同がいただ

けるのであれば、次の日程は、実際に指定管理者制度の導入をしている図書館

を視察できたらと考えております。誠に一方的で恐縮ですが、あまり遠くまで

は、時間的制約などもあることから、行けませんので、今回事務局が視察先の

案として考えておりますのが、北本市、鴻巣市になります。それから日程的な

ものですが、市議会の日程等の関係もありますことから、８月２１日から２５

日の週でお願いできればありがたいと考えております。 

議長（会長）  わかりました。２１日から２５日とのことですが、いかがでしょうか。 

事務局（太田館長）  もし、できましたならば、こちらの都合といたしましては、２１日の午後に

していただければと思っております。 

議長（会長）  ２１日の午後を事務局では希望しているようですが、いかがでしょうか。 

山中委員  私は都合が悪いので。 

議長（会長）  仕方がないです。他の皆さまの都合はいかがでしょうか。他の皆さまが大丈

夫であれば、決定してしまいましょうか。時間はどうでしょか。 
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事務局（太田館長）  早めに皆さまに通知したいと思います。 

議長（会長）  視察先での協議時間も設けてもらうようお願いします。 

事務局（太田館長）  わかりました。 

議長（会長）  いかがでしょうか。質問はありませんか。ないようであれば、このまま継続

して審議させてもらってもよろしいでしょか。 

委員  はい。 

議長（会長）  それでは、継続審議でお願いします。 

 これで、議長の職を解かせていただきます。ありがとうございました。 

事務局（太田館長）  大変ありがとうございました。副会長の及川委員さん、ごあいさつをお願い

いたします。 

及川委員（副会長）  皆さま、本日は活発な議論をいただき、ありがとうございました。引き続き

継続審議でございますが、次回は視察でございます。ご都合の良い方は参加を

していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。 
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