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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３回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成２９年９月２５日（月） 

開始・終了時刻 午前１０時００分から午前１１時３０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・奈良千鶴・松本秀樹・塚越 要・ 

丸山洋一・野原正子・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名 横内美沙代・山中今日子 

説明者の職氏名 太田中央図書館長・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・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３回久喜市立図書館協議会次第 

１ 公立図書館における指定管理者制度導入視察報告書 

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（福島菖蒲図書館

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３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、委員に変更がありましたので、事務局より説明させて 

いただきます。 

事務局（太田図書館

長） 

去る８月４日に図書館協議会委員を務められていた千葉香乎里委員から辞 

職届が提出され、新たに柴崎行雄様が９月２０日付けにて委員に承認されたの

で、ここにご報告申し上げます。 

司会（福島館長） それでは、柴崎委員からひとことごあいさついただきたいと思います。 

柴崎委員  あいさつ－省略－ 

司会（福島館長） ありがとうございました。 

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８人でございます。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 公立図書館における指定管理者制度導入視察報告書 

になります。お手元に資料はございますでしょうか。ない場合はお申し出い

ただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

それでは、開会にあたりまして、塩崎会長ごあいさつをお願いします。 

塩崎会長 あいさつ－省略－ 

司会（福島館長） ありがとうございました。これから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項によりまして、塩崎会長に議長になってい

ただき、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、図書館協議会の進行を務めさせていただきます。円滑に進行 

いたしますよう、皆さま方のご協力をお願いいたします。 

 その前に、今回の会議録署名委員が、丸山委員と野原委員になります。宜し

くどうぞお願いいたします。 

 それでは、早速議題に入らせていただきます。今回は、今申し上げましたと 

おり、現地視察を踏まえての協議ですが、前回の協議からちょっと期間が空い 
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てしまったことから、今までの経過を簡単に整理してほしいと思いますので、 

事務局からの説明をお願いいたします。ひとつ丁寧に説明してください。 

事務局(森岡中央図書

館管理係長) 

それでは私から、これまでの経過について説明させていただきます。その前

に、前回の協議会において事務局で説明した内容の一部訂正をさせていただき

たいと存じます。内容は、指定管理者制度のメリット・デメリットの比較表の

なかで、デメリットの４に「人件費の抑制から不安定雇用を生む懸念が生じ

る。」との項目について、事務局の説明の中に労働契約法第１８条が平成２５

年に改正されて、「有期雇用で、１年ごとの更新であった場合、５年目を迎え

たときに、無期雇用に形態が変わる」と申し上げましたが、正しくは、「同一

の使用者との間で有期労働契約が、通算で５年を超えて繰り返し更新されたと

きには労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する。」でございます。こ

こで訂正させていいただきたいと存じます。 

それでは、これまでの経過について説明させていただきます。まず、平成 

２９年６月３０日に第１回図書館協議会を開催いたしました。 

この中で、今までの久喜市立図書館の管理運営に関する協議経過を説明させ

ていただきました。この内容といたしまして、平成２５年１２月２０日に久喜

市立図書館協議会に「久喜市立図書館への指定管理者制度の導入について」諮

問し、平成２６年３月に、いくつかの課題があるとのことで、「久喜市立図書

館への指定管理者制度導入は見送ることが望ましい」との結論に至っておりま

す。 

しかしながら、その後、図書館を取り巻く状況は大きく変わり、平成２５年

度の諮問に際しては、協議されなかった、さまざまな課題が生じていることを

お伝えいたしました。 

この課題でございますが、１点目は、図書館の開館日数が県内、４０市の平

均で約３００日に対し、本市では、平成２８年度は１番開館日数の多かった中

央図書館でも２７７日と少なく、県内最低レベルにあること。 

２点目は、中央図書館は、平日９時間開館しておりますが、他館は常時８時

間しか開館しておらず開館している時間が異なること。また、開館する時刻が

図書館ごとに異なり統一がされていないことで図書館サービスの提供に差が

あること。 

３点目は、学校訪問おはなし会・ブックトークについて、久喜地区・栗橋地

区の全小学校では実施しておりますが、残りの菖蒲・鷲宮地区については未実

施であること。 

４点目は、人口１人あたりの本市における貸出冊数が、埼玉県平均５．４４

冊を下回っていること。 

５点目は、司書資格者の安定的配置が、人事異動等で確実にできないこと。 
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６点目は、図書館利用の啓発事業として実施しておりますおはなし会や映画

会等の自主事業について、明確な方向性が打ち出せないでいること。 

７点目として、現在は図書購入費の予算額を県平均の購入費を下回らないよ

うに確保をできているが、将来的には確保することが難しくなることもあると

考えていることを説明し、その後協議をいたしました。 

以上、７点が新たな課題となっていることを説明しました。 

次に、前回の答申書の中で掲げられていた指定管理者制度を導入した場合の

課題について、解決は図れるか、との問いが委員からありましたので、指定管

理者制度を導入した場合の前回の答申書の中で課題とされた内容について、口

頭にて解決策を説明させていただきました。 

次に、平成２９年７月２８日に開催いたしました第２回協議会は、第１回協

議会で出された意見に基づき、指定管理者制度を導入した場合の一般的なメリ

ット・デメリットの説明及び協議を行いました。 

続きまして改めて資料に基づいて、前回の答申書の中で指定管理者制度を導

入した場合の課題について、対応策の説明及び協議を行いました。また、直営

方式、指定管理者制度方式以外の図書館運営方式である、窓口等の業務委託方

式についての説明もしたところでございます。 

その後、県内図書館の指定管理業者の概要説明を行い、最後に指定管理者制

度を導入した近隣図書館について、利用者の意見、行政としての意見の聞き取

り調査をした結果の説明及び協議を行いました。 

さらに、これまでの経過を踏まえ、第１回の協議会で委員からご意見のあり

ました指定管理者制度を導入した図書館の視察についての要望を踏まえ、会長

から視察についての提案があり、鴻巣市立鴻巣中央図書館及び北本市立中央図

書館を視察先と決定したところでございます。 

以上が、これまでの経過でございます。 

なお、公立図書館における指定管理者制度導入視察報告書を資料１として用

意いたしましたので、参考にしていただきたいと存じます。私からは以上にな

ります。 

議長（会長）  ありがとうございました。 

事務局（太田館長）  会長、よろしいでしょうか。 

議長（会長）  館長、はいどうぞ。 

事務局（太田館長） ここで、第１回の協議会で現在図書館が抱える新たな課題として、今申し上

げた７点を説明させていただいたところでございますが、本日、さらに２点、

課題の追加をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

議長（会長） ７点の他、まだ２点ということですね。 
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事務局（太田館長） はい。 

議長（会長） 皆さんいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

委員 はい。 

議長（会長） はい、同意を得られましたのでどうぞ。 

事務局（太田館長） ありがとうございます。では説明させていただきます。追加する課題でござ

いますが、１点目が、本市の図書館が来館者数が減少傾向にあること、これを

１点つけ加えさせていただきます。それから２点目といたしまして、今後学校

との連携は非常に重要になってくると考えております。これは複数の委員さん

からも今回の協議会でご意見のあったことでございますが、学校図書館への支

援ということも、今後重要であろうと考えまして、合計２点を課題としてつけ

加えさせていただきたいと思います。 

議長（会長） はい、ありがとうございます。今２点追加になりましたけど、２点について

は、今回初めてですが、只今説明の２点について質問はございますか。 

  特に意見なし。 

議長（会長） 

 

質問ないようですので、先に進めさせていただきます。 

先ほどの８月２１日に視察に伺いました鴻巣市立鴻巣中央図書館及び北本

市立中央図書館の視察結果について、委員の皆さまから意見や感想などを承り

たいと存じます。その前に、資料１で公立図書館における指定管理者制度導入

視察報告書が用意されております。当日参加されていない方も何人かいらっし

ゃいますので、事務局の方から説明をしていただければ幸いと思いますので、

事務局からお願いします。 

事務局（森岡係長） （資料１に基づき説明） 

議長（会長） 当日は、視察地２館に対し、事前に質問通告書を提出しておきましたが、各

人でこういう質問をしたかったという方もいたのではないかと思いますので、

通告外の質問又は意見を順次述べていただき、本日の協議を進行させていただ

きます。 

まず、私が感じたのは、先方の説明及び担当者との応答では、現在のところ

では非の打ちどころがないかの如く、終始した答弁には正直なところ、唖然と

したというのが本音でした。なるほど、鴻巣図書館周辺の環境は大変よく整備

され、文化施設が集合するロケーションの良さには文化の殿堂ともいえる図書

館の立地には最適かもと思いあり、加えて、指定管理者は聞くところによると

プロ級の担当者による運営とかで、配架をはじめ、アイデアを駆使した案内表

示等、目を引くばかりの館内の様子は訪れる人に興味を注いだと思います。又、
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北本図書館さんも駅から１０分位とはいえ、文化施設が並列し、当日は子ども

図書館の見学が出来ず残念でしたが、多少の良否が垣間見ることがあったが、

こちらの面会担当者の方もほぼ満足の返答でした。ただ、私達が本当に聞きた

かったのは、指定管理導入に至るプロセスを中心として、社会教育における公

共機関としての図書館についての導入の前後の評価、感想等、なかんずく導入

前と導入後の図書館の実態を聞きたかったが、残念ながらその種のお話はまっ

たくなかったのが心残りでした。 

皆さんはいかが思いましたか。それでは右回りで丸山委員お願いします。 

丸山委員 ２施設を見学させていただきまして、図書館としては、先ほど会長がおっし

ゃったように、非のうちどころがないというか、中々盛況にやっていたとの印

象を受けました。現実としては、本当に問題はないのだろうかという点、外か

ら見れば、いいことばかりですよね。なぜやらないのだ、という話になってし

まうと思うのです。それと例えば、今回と関係ないが、後で関連すると思うの

ですが、北本ですか、総合施設の中にあって、その隣に子ども図書館があり、

その関連が全然見えてこなかった。今回は直接関係ないけれど、将来、本市も

子ども図書館をつくるのですから、そういう関係がもっと判ればとおもいま

す。それから、例えば掲示物、展示物等なかなか工夫しているなとの印象をう

けました。 

直接関係しませんが、幸手市も指定管理者制度を導入したので、一番近い図

書館でもあり、カードを作成しました。女性が２人おり、展示物はきれいに作

成され、読書室、懇談室もあった。この図書館は、廃校になった小学校を利用

したものであり、今後も利用させてもらいたいと思っています。 

 

 

議長（会長） ありがとうございました。会議前に丸山委員から、数日前に幸手市立図書館

（指定管理者制度導入）を見学してきたということで図書カードを見せていた

だきました。熱心なところをありがとうございました。 

野原委員いかがですか。この間の感想とか。 

野原委員 鴻巣ですが、先ほどお話があったとおり、駅から近いですし、本当に明るい

感じで、ガラス張りで、居心地がいい感じでとてもうらやましいなあという感

じがしました。ちょうど、８月１７日に日経新聞で今どきの図書館ということ

で、鴻巣中央図書館が出ていたのですよね。それでＡＴＭみたいな通帳、読書

通帳というのが、初め子どもだけだったのですけど、すごく好評なので、全年

齢に５月から読書通帳を配布して、皆さん記録ができてとても喜んでいるって

いう話で、そういうこととか、いろいろな工夫がそれぞれの場所に見られて、

とても素晴らしいなって思いました。 
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北本の方もいろいろな工夫が細かいところも配慮というか、スペース的にち

ょっとごちゃごちゃしているなという感じだったのですが、全体のロケーショ

ンはいいかなと思うのですが、図書館自身はいろいろな工夫が見られたのです

けど、ちょっと煩雑というか、指定管理とは関係ないかもしれないのですけど。

感想的には。でも細かいところの工夫とか、来た人がよく情報を得られる掲示

板とか、そういうのが、とてもよくできているので、素晴らしいなと思いまし

た。 

議長（会長） 子ども図書館もね、見られればよかったのですけどね。 

野原委員 素晴らしい。外からちょっと見るだけだったのでね。子ども図書館はガラス

張りでね、中がよく見えて開放感があっていいかなと思いました。 

議長（会長） ありがとうございました。次に奈良委員いかがでしたか。 

奈良委員 私も施設的には、両方とても素晴らしくて驚いたのですけど、質問の中に鴻

巣と北本の１１番の図書館協議会の運営というところ、どのようにしています

か、といったところで、やはり図書館というのは、普通の体育館や総合文化会

館とまた違って、住民のいろいろな知識を得る場とか、教養の場、憩いの場と

いうか、ちょっとそういったものもあるので、鴻巣だと図書館協議会の運営は

指定管理者が行っているということが書いてあって、その後の資料等は作って

公開しているみたいなのですけど、あと北本市では、２回昨年度開催している

というところで、素晴らしい施設ではあるけれど、そういったところも住民の

意見を取り入れたりすることができれば、さらに久喜市としても、今後の課題

として、いいのではないかなというのが、私は思いました。あと、本の消毒、

すごくいいなと私も思いました。でも久喜市でも議員さんが昨年かその前質問

に出たと思うのですけど、それに対して、協議会では何もなかったでしたっけ。 

事務局（太田館長） 特に協議会では検討されておりません。 

奈良委員 ね、それだから、それは久喜市ではどのように考えているのかなって。今後

指定管理の方へ向いていけば、その業者さんが考えたり、またこちらで協議会

で考えたいと思うのですけど、あと、野原委員の先ほどの読書通帳、あれはす

ごく夢があって自分がこれだけ積み重ねて読んできたよ、というところですご

くいいなと私も感じました。以上です。 

議長（会長） はい、ありがとうございます。 

指定管理者制度導入後の鴻巣及び北本図書館の「図書館協議会」についてで

すが、両館とも生涯学習課の職員（１～２名）と女性のみ（４～５名）の協議

会（資料参照）の運営のようで、もちろん指定管理業者に委託されたこともさ

ることながら、協議会に第三者機関の方が入らない点に違和感を覚えた次第、

指定管理とは申せ、公共図書館であるがゆえ、老婆心ながら、チェック機能や

ら公共図書館としてのノウハウ等が全く放置されたままなのかどうかと疑問
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を抱いた次第です。もちろん余計なお世話なのかもしれませんが、今順風にし

て問題がないのか、様子見なのか、伺い知ることは･･･全てよし、異常なしの

応答に･･･ただただ感心しました。 

続きまして、塚越委員感想、又はご意見をお願いします。 

塚越委員 両方とも素晴らしい図書館だなと思って拝見してきました。鴻巣と北本と比

べてみると、鴻巣は自分で本が借りられる機械も入っていましたので、窓口業

務的なところがあまり見られない、まあ、たまたま時間帯とかいろいろ陽気と

かあったのでしょうけど。北本の方はわりあい窓口にいた人の人数が２人か３

人が見られたかなあと思うので、機械を入れることもとっても便利でいいなあ

と思いますし、だけども人間と人間の窓口の業務もとても大事なことだろうな

と思うので、本市がもしなったときにどのような方向がいいのかなというふう

に結論が出るわけじゃないけれど自分の中でどうなのかな、というふうに思い

ました。 

あともう１点、先ほど課題の追加にあった学校との連携、学校図書館との連

携ということで、鴻巣、北本両方とも多少の関わりをもってやっているところ

があったかな、と思うのですけども、やっぱり本市が課題の１つとしてあげて

いただいたこともあるのですけども、図書館と学校との連携が学校の立場とし

ては、専門的なところでフォローしてもらえるとありがたいなと思っておりま

す。 

事務局（太田館長） 直営とか指定管理とか関係なくですね。 

塚越委員 以上でございます。 

議長（会長） 大変良いご意見、ありがとうございました。及川副会長いかがでしょうか。 

及川副会長 皆さんおっしゃっているのとほぼ同じなのですけど、特に会長さんがおっし

ゃったように行政と第三者と指定管理者の関係ですが、こちらもうまく質問で

きなかったし、回答する方もお話がなかったなと。やはり同じところに教育委

員会の方と指定管理者の方が一緒にいると、どちらも悪いことは言えないなと

いう感じで聞いておりました。たとえばですが、開館日が増えるということが、

本当にそんなにメリットがあるのかと。逆に蔵書点検というが本の整理の時間

がなくなってくるわけで、そうすると雑然とした、棚の揃え方になるというこ

とに通じるので、開館日が増えたり、また開館時間が増えることが、本当にい

いのかというのが、疑問に出てきました。いいことばかりだから、逆にそう思

ってしまったということです。あとそれから、鴻巣市さんの機械貸出（自動貸

出機）があったのですけど、聞いたところあんまり利用がないと言っていまし

た。やはり慣れている人は利用するのですけれど、ほとんどの人はカウンター

に行って話しながら借りるということでした。利用者の要望というよりは、司

書の方の負担軽減のために置いたのだけれど、そうなっていないということを
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おっしゃっておりました。細かいことを担当の方に聞いていたのですけど、そ

ういうところだけが印象に残っておりました。まとまりませんですが。 

議長（会長） ありがとうございました。今、当日参加した皆さんに感想を伺ったわけです

が、残念ですが松本委員は当日時間がとれなくて、残念でしたね。お話伺って

いていかがでしょう。松本委員の方から何か聞きたい点がありましたら。 

松本委員 そうですね。やはり今、皆さん方のお話を聞いていて、指定管理者制度自体

というのはいい方向なのかな、との思いで聞いておりました。私もやはり学校

との連携、前の資料でも指定管理者制度にすることによって、ブックトーク含

めて連携が増えたという記憶がございましたので、そういう個人的な思いを聞

くと指定管理者制度もいいのかなという思いで聞いておりました。今、館長さ

んからもありましたけど住民サービスという視点がやはりどうしても大事か

なと、指定管理者制度で住民が何を求めているのかというところもありますけ

れど、その辺で、直営か指定管理者制度かとしたときに、本当に住民が求めて

いることにどれだけ対応できるのかということ、これは委託契約等を含めて充

分ポイントを盛り込めばいいと思うのですけれど、そういうところをひとつ考

えていく視点がはずせないかな、という印象を持っております。 

議長（会長） ありがとうございました。 

皆様の率直な意見・感想を伺うことができ、意義ある視察であったと感じて

おります。暑い中、改めてご協力に感謝申し上げます。 

次に、前段で事務局の方からこれまでの課題について、継続して協議してき

たことのお話がありました。ここまでのことで言い忘れていたとか等、何か質

問ございますか。一応今まで協議してきたことをお話しいただいたわけですけ

ど、思い起こしたことなどがありましたら、再度質問をお受けしますので、い

かがでしょうか。 

及川副会長 すみません。確認だけですけれども。図書館課題整理のところ、第１回目は

資料６を解説してくれたということでよろしいでしょうか。 

議長（会長） 第１回目の資料６を解説したのかということですけど。 

事務局（森岡係長） はい、そうです。 

議長（会長） そうですね。 

及川副会長 あともうひとつ、第２回目の７月２８日のところ、資料１から資料４を説明

していただけたのかな、と思っているのですが、それでよろしいですか。 

事務局（森岡係長） はい、おっしゃるとおりです。 

議長（会長） その他ございますか。 

奈良委員 お聞きしたいのですけど、わかる範囲でいいのですけど、課題を追加した８、

９、先ほどお話がありましたね。その中で、来館者数の低下というところで、

指定管理者制度の導入の意向を考えてほしいということで、こちらが課題の中
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にあがったのですけど、来館者数ってそんなに減っているのですか。減ったと

して原因というのは何か思い当たることがありますか。 

事務局（太田館長） お手元にはお配りしていないのですが、過去の推移を申し上げます。記録の

残っている平成２３年度から申し上げますと、平成２３年度入館者数４３万７

６７４人、２４年度４１万５９０５人、２５年度４０万９９３人、２６年度３

９万８３５６人、２７年度４１万４０９５人、２８年度４０万１１５２人、こ

の結果、平成２７年度に少し盛り返しておりますが、大きく徐々に右肩下がり

になっていることは事実でございます。それと合わせて、これも原因と結びつ

くと思うのですが、先ほどから申し上げている開館日数、これが１週間休むと

かなり減ります。平成２８年度は１週間コンピュータシステムの更新で休館し

ました。これでかなり減少しております。やはり開館日数が拡大することによ

って、来館者数も盛り返すのではないかと考えております。ただ、これだけで

すと、いずれ、来館者数が減少していくとも考えられるので、さらなる掘り起

こしというのが当然必要になってくるとは考えております。以上です。 

議長（会長） いかがですか。奈良委員よろしいですか。 

奈良委員 コンピュータ導入で減ったというのは、お聞きしてわかっていたのですけ

ど、それがなかったとしても減っているのですか。 

議長（会長） 館長。 

事務局（太田館長） はい、これで言いますと、先ほど申し上げたとおり、平成２６年度３９万８

３５６人まで減っておりましたので、これはちょっと極端な減り方だったので

はないかなと思います。それが、その反動で２７年度は増えているのですが、

ただ大元でですね、先ほどご質問にありました、この徐々に減っている理由な

のですが、やはり全般的に読書離れ、それから、合併最初の年に一番多かった

というのは、やはりものめずらしさもあったのかなと思うのですね。合併して

久喜（市内の図書館）が自由に使えるようになったと、ちょっといろんなとこ

ろを使ってみようという方もいらっしゃったのかなと、それが徐々に減ってき

ていると、それから平成２６年度に、（貸出冊数の）上限撤廃をしたのですが、

それから、一気に少し間をおいているのですが、２７年度に４１万４千まで超

えていますが、今まで１０冊しか借りられなかったのですが、今、上限がない

わけです。そうしますと、やはりある程度自分で興味のある本はどんどん借り

て読み終わってしまったといった方が出てきて落ち着いているのかなという

こともあるかと存じます。そこら辺を解決していくということは、やはり、ま

ず開館日を増やしてそれからいろいろな工夫をしていくことによって、やはり

来館者数は増えていくのかなと考えているところでございます。 

奈良委員 ありがとうございます。 

議長(会長)   よろしいですか。 
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奈良委員 もうひとつよろしいですか。北本市で質問６の窓口業務をお願いして、それ

から指定管理を行ったと先ほどお話があったと思うのですが、それでいいので

すか。それで、その窓口業務を行って指定管理をそこにお願いしたのにも関わ

らず、来館者への接客態度がよくなったということはどうなのでしょう。同じ

ところがやっているのですよね、例えば久喜で指定管理導入して窓口業務がよ

くなったというふうになったら、今までとても頑張っていた方たちが何だった

んだろうというのが、ちょっと、市民としてちょっと思ったので、窓口業務と

いうのは窓口だけを業務していただくということですか。 

事務局（森岡係長）  窓口だけですね。館内のご案内だとか、レファレンスだとかというものに関

しては職員の方で対応していたのではないかなと思います。 

奈良委員  わかりました。ありがとうございます。 

議長（会長）  指定管理導入前は、図書館によっては、窓口業務をお願いするというところ

が、意外と多かったんですね。その業者がまた正式に指定管理になって、なお

よくなったというのも何となく気持ちわかりますけどね。よほど心も入れ替え

たのでしょうね。 

 どうぞ。どんな質問でも結構ですよ。 

及川副会長  いいですか。 

議長（会長）  はいどうぞ。 

及川副会長  館長さんがおっしゃった入館者数の件なのですけど、これは一概に言えない

のかなと思いました。県立図書館でも入館者数は減ってきているのです。その

原因は読書離れというのはあるでしょうが、県立図書館の方は、非来館型図書

館というのを標榜しておりまして、図書館に直接来なくても電話でも応対しま

すよと、調べ学習の一環なのですけど、電話でもメールでも問合せしてくれれ

ば本の紹介はします。そして、借りるのも市町村図書館とも提携しております

ので、そこへ県立図書館の本を貸し出しますよと。読書離れもありますけれど、

それで減っているのかなというのがあります。もうひとつは、市町村立図書館

がいくら上限を撤廃したり、開館時間を延ばしたりしても、ある一定のところ

で止まってしまうのではないか。そうすると入館者数はいったんは増えていて

も、また徐々に減っていくのではないか、そんな感じがしますので、読書離れ

というのが傾向としてあるとするならば、いったん増えてもまた減ってゆくと

いうことになりますので、入館者数だけを課題としてあげるのは、ちょっとお

かしいのかなと私は思いました。それよりも新しい事業を展開するとかです

ね、そういうことの方が大事なのかな、たとえば学校支援でもやっていただけ

れば、学校のお子さんがその経験を踏まえて図書館を利用するのではないか、

私としてはそちらの方が課題なんではないかなと思ったりするのです。以上で

す。感想です。 
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議長（会長）  ありがとうございます。大変参考になるお話も出ました。 

 せっかくの機会なので、何でも結構です。忌憚のないご意見をお願いします。 

 ご意見なさそうですので、一応本年６月より「久喜市立図書館の今後の運営

について」ということで、視察を含み協議を重ねてまいり、皆様方のご意見、

要望等も伺うことができました。これまでの協議、ご意見等を総合的に判断を

し、一端答申書案の策定に入ろうと思いますが、いかがでしょうか。 

 異議はございませんか。もちろん原案策定の際には、付帯・付則等もできま

すので、次回より答申書の原案作りを検討させていただきますので、ご理解を

賜ります。 

丸山委員いかがですか。 

丸山委員  内容を練るということですか、時間とか、検討資料等が何もないと先に進ま

ない。 

議長（会長）  まあ、ご異議がなければ策定に入りたいと思いますけどよろしいですか。 

委員  はい。 

議長（会長）  ありがとうございます。本日の協議を踏まえて、次回から答申書原案の協議

に入りたいと思います。ここで改めて答申書策定前に確認しておきたいことが

あります。それは、今般の諮問に対し、平成２５年度に諮問された「市立図書

館への指定管理制度導入について」が協議の中で引き合いにだされたがゆえ

に、なんとなくこのことが先入観として残り、今般は指定管理者制度ありきの

感がよぎったのではないか、気にかかりましたが、ご案内のとおり、今般のテ

ーマは「図書館の今後の運営について」ということで、協議を進めてきたわけ

ですので、くれぐれも申し上げますが、「指定管理者制度導入の是非を問うも

のではない」ということを強く申し述べさせていただきます。 

 もちろん「久喜市立図書館の今後の運営について」の協議の中で、必然的に

本市図書館の「課題」解決に向けての方策、方法という点から指定管理者制度

を導入した場合は問題解決に至るのかという議論より、先進地（指定管理の）

視察等を含み、総合的に議論の集約を図る頃かな、ということより今日に至っ

たということでございます。 

 したがいまして、皆様方より、指定管理者制度導入が良しという考え方、い

や、自前で努力に努力をして、従前どおり直営で、いや業務委託が等のご意見

を尊重するつもりです。熟慮の上に熟慮を重ねた上で、それぞれのお考えを整

理していただき答申書の策定に入ることになります。本来であればもう少し時

間がほしいところかと思いますが、策定に入ってからでもご意見は反映できま

すが･･･ 

 改めてお伺いさせていただきますが、ここでのお考えを承ることができるよ

うでしたら、遠慮なくお話しいただければと思います。 
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 順に丸山委員。 

丸山委員 今回の出だしのところですが、今後の運営について明らかになったと思いま

す。その中で、開館時間の問題とか、現場の具体的な問題の一部として、解決

策に手段として指定管理者制度も１つの方法ですね。何年か前の指定管理の是

非については止め、今後の図書館運営についてという大きな問題が来ると、じ

ゃあそれでいいのか、今までと同じでいいのかという話になると思います。根

本にはその辺をどうするかにぶち当たります。解決策としては指定管理者制度

も１つの方法とですね。もっと根本的な方法があるのかもしれませんが、そう

いう印象を受けます。 

議長（会長） ありがとうございます。野原委員いかがでしょう。 

野原委員 前回の諮問の時に、答申でちょっと時期尚早ということで見送ったというこ

とですが、今回いろいろ資料とかあと見学させていただいて、特にデメリット

というのはないかなという感じで、いいところばっかり私は多く見受けた感じ

なので、そっちの方向に進めてってもいいのじゃないかなという感じに思いま

した。 

議長（会長） はい、ありがとうございます。奈良委員いかがですか。 

奈良委員  私は、最初からこの問題について皆さんと考えさせていただいて、やはりい

ろいろな面から、丁寧に視察を交えて行って来ましたけど、やはり、ここすご

く館長さん初め職員の方が一生懸命やっていらっしゃるのですけど、それでも

大変な部分があるといったところも出てきているので、やはりそれらについて

指定管理もありかなというのがあります。ただ、先ほど私の話や及川さんのお

話の中で大切な部分、図書館として大切な部分はきちっと文章なりにしていた

だきたいと思います。 

議長（会長）  新しい課題的なものが見えてますからね。 

奈良委員  そうですね。はい。 

議長（会長）  それらのものを盛り込むことが前提ですけどね。方向づけとしてはいいとい

うことですね。松本委員いかがでしょう。 

松本委員  いろいろ協議を重ねてきましたけど、やはり、根本には読書離れというとこ

ろを考えていくと小さいときから本に親しみ、本を好きになって本をたくさん

読む、そういう子どもたちを育ててゆくということも大事かな。学校でも非常

に努力して子どもたちが読書好きになるようにして各学校努力していたと思

いますけども、この協議を通じた中で、指定管理者が運営することによって、

現行よりもたくさん学校との関わりができるということになれば、学校でも子

どもたちを読書好きにすることができる。そういう子どもたちが育ってくれ
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ば、読書離れも少なからず改善することもできるのかな、という気もしていま

すので、そういうことを考えると、いろんなデメリットよりもそういうメリッ

トを考えていった段階で、導入もありかなという印象を今は持っています。 

議長（会長）  私も以前にいろいろお話ししたことがあるのですが、やはり読書大国と言わ

れるフィンランドであるとかデンマークは、日本と比べると読書率に雲泥の差

があります。フィンランドというのは、生まれたときから本で囲まれていると

ころで生活が始まるというくらい図書館があります。特にフィンランドの場合

国是として人材の育成・人づくりが国家の命題ともいえるのではないかと思い

ます。したがって読書大国であり、世界学力テストでも上位のゆえんなのでし

ょう。また近年世界で一番住みやすい国はデンマークなのですね。この国は社

会福祉も行き届いておりますが、読書率は世界でトップの国です。 

 一方近年わが国では、アスリート達が世界で活躍し、中でも若年の世代が活

躍の場を拡げているのには驚きますが、かつては、読書によって偉人の伝記等

より人生の目標やら大志を抱き、挑戦するというサクセスストーリーがありま

したが、昨今は影が薄くかようなニュースがあまり聞かれなくなりました。読

書をきっかけに世界にはばたいたというのがありましたら、どなたかお話しく

ださい。 

 それでは最後に塚越委員お願いします。 

塚越委員  図書館の存在は、私にとっては、行きたいな、ここの図書館行きたいな、居

心地がいいなとか、あるいは調べ物等で必要なものがあるな、というところが

私にとっての図書館なのですけど、この話し合いが始まったスタートはそこか

らで、そしてそのひとつとして焦点が当たったのが指定管理者制度というとこ

ろだと思うので、やはりいいところばっかり目につきましたので、ひとつの方

法として、その方向で進んでいっていいのかなっていうふうに思います。最初

の時に子ども図書館の方もこれから考えていくっていうところもあったので、

その運営についてのあたりで子ども図書館もからんできたりも、もちろんして

ゆくのだろうなというふうに思います。 

議長（会長）  ありがとうございました。 

 今日来て今日じゃ大変失礼なのでございますけれども、柴崎さん、感想で結

構ですので、何となく今感じたことでも、あるいは学校でこれまでの図書館関

係のことでも。 

柴崎委員  本当に初めてですね。資料はいただいたのですが、それを読んで、一番最初

に感じたのは、平成２６年３月に見送りですね。だから「あれ、２６年の３月

に見送ったのにもう指定管理者制度の話が進んでいるんだ」って。で、たぶん

その原因が資料を見て感じたのは、子ども図書館が今ある図書館よりまたひと

つ増えるというのがあって、なおさら進んでいるのかな、という感じがしまし
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た。高校ですと、司書が必ず１人いますので、その司書の影響がものすごく出

ます。今までいた司書が転勤して新しい司書がくるとがらりと図書館が変わっ

たりします。その司書の影響で本当に行く生徒はものすごく変わります。例え

ば、ちょっとうるさい司書が来ると、行くのが極端に減りますし、ちょっとゆ

るい司書が来ると学校の図書館に行くことが増えます。でも増えることによっ

て、生徒は多くの本と触れ合えるので、また一長一短あるのですが、まじめな

子やおとなしい子は静かに図書館で本を読むのが好きな子もいます。司書と話

をしながら薦められた本を一生懸命楽しんで読む生徒もいますので、そういう

のを今まで経験した中ですと、やはり指定管理者の方になってくると、どうも

管理っていうことがついてきますので、やはり一般のどちらかというと、管理

されちゃって新図書館が行きづらくなっちゃうのが一番嫌だなというのが、正

直な話です。ですからそういう中で、妻ががアミーゴの菖蒲図書館に最初に行

った時に、制限なく本を借りられるというのがありまして、すごく喜んでいま

した。これはすごい制度だということですね。すごく一生懸命いろんな本を借

りて読んでいるのですけど、最近だんだんそれを言わなくなってきたので、さ

っき言ったように、やはり限度は何冊くらいなのだなって。ですから最初はそ

れで飛びつくかもしれないですけど、やはり最終的には、その図書館に行って

ある程度ゆとりがあって、自分のスペースができて、また図書館に来ていろい

ろな本を読んだりしたいものをつくるのも、ひとつかなというふうに感じま

す。一番気になっているのは、事業のことでして、やはり小学校、中学校そこ

で本を読む習慣がある子たちは、高校でも読みます。びっくりするくらい読み

ます。ですからそこの小学校・中学校の時にいろいろな事業を多く展開してい

ただいてその先もそうすると当然今度は久喜市の「親子に本をとおして幸せな

時間を」という目標があるように、そういうのにつながってくるかなという感

じがしますので、ぜひその指定管理者を入れて、いろんな資料を読むといいこ

とがいっぱい書いてありますので、それがこれからの事業にプラスになるよう

につながっていっていただけるといいかなと思います。まったく感想で申し訳

ないのですが、そういうようなことを感じました。以上です。 

議長（会長）  ありがとうございました。突然の質問ですが、これ迄の経験談を拝聴させて

いただき、ありがとうございました。読書への動機づけ、興味を注ぐという点

では、本市図書館の特徴ともいうべきブックトークは抜群と思います。ただ、

全校を巡回するには残念ながら時間が足らないリスクがありもったいないな

と思う次第です。 

 はい、ありがとうございました。皆様方より貴重な意見を伺うことができま

した。本日の協議においては、念には念を入れて質問やら感想を伺いました。

皆様方の貴重なご意見を反映させるべく答申書の策定に入っていただくこと
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になります。よって原案のたたき台にて引き続きご協議を賜ることになります

ので、最後までより建設的なご意見を期待いたします。  

丸山委員  すみません。最後にひとついいですか。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

丸山委員  すみません。ちょっと言い忘れていたのですが、結局、今の少子・高齢化と

関連して、図書館にずいぶん高齢者の方がいつも大体新聞等を読んで座ってい

る。その場所の問題とか、その解決する問題、それから、年々人口は減少し、

そうした中で、来館者減少の問題が関係してくるようですね。 

私は、生涯学習に関係しているのですが、もっと高齢者の参加者が増えると

思っていましたが、現状では、年金問題や働く必要があり、全然増加せず、む

しろ減少しています。色々やってくださる方が、根本にはその辺りにあるのか

もしれません。ですから、高齢者の方が随分と増えてきた印象ですが、「どー

ん」とソファーに構えている場所が問題なのか、それに対する対応をどうする

のか。それとスペースの問題やその辺のことが大きく関わると思われます。ま

た子どもも減少しますね。 

議長（会長） 以前、社会教育委員をやっていたときに、若いお母さんの委員の方から、子

どもを連れて公民館に行くのだけど、どうも大人がいっぱいいて、何となく怖

くて入れないで、帰ってきちゃったという意見がありました。それだったら、

夏休みに１週間でも２週間でも開放して「キッズホリデー」みたいなことをや

ってみてはどうか、と進言したのですけど、中々そこまでの勇気が事務局側に

なくて、そのまま今日まで来ていると思いますが、それはきっと本市図書館で

もそうですよね。やはり１階におじさんたちがいっぱいいますよね。高齢化社

会の一面ですかね。欲を言えば大人と子ども達とか一緒に集える読書ルームみ

たいなのが存在できると、別次元の世界も見えてくるような気もしますが、い

ずれにせよ、図書館を中心として文化の輪が広がるような社会作りができたら

楽しいでしょうね。丸山委員、ありがとうございました。 

まだ他に何かございますか。せっかくの機会ですから、これだけ言っておき

たいというのがありましたら。よろしいですか。 

もう一度繰り返しますけど、一応本日をもって答申書の作成に入るというこ

とで進めさせていただきますけど、ご異議ございませんか。 

委員。 （「異議なし」の声あり） 



17 

 

議長（会長） はい、ありがとうございます。それでは、一応今の意見等々に基づいて作成

して、次回の協議会で検討するということになります。館長よろしくお願いし

ます。 

ということで、ここまでで私の責を終わらせていただきますけれど、よろし

いですか。質問がなければ、私は議長の責を解かせていただきます。では、事

務局の方へお返しいたします。よろしくお願いします。ご協力ありがとうござ

いました。 

司会（福島館長） 慎重なるご協議ありがとうございました。 

次回の開催については、いつごろを予定いたしますか。 

（各自の予定等を伺った結果） 

次回は、１０月２６日木曜日の午後１時３０分からということでお願いいた

します。 

それでは、閉会のあいさつを副会長の及川委員にお願いしたいと思います。 

及川副会長  あいさつ－省略－ 

司会（福島館長）  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。大変お疲れ様でございます。 

  会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
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