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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４回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成２９年１０月２６日（木） 

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時４５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・丸山洋一・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名 塚越 要・山中今日子・野原正子 

説明者の職氏名 太田中央図書館長・河内鷲宮図書館長兼中央図書館主幹・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・河内

中央図書館主幹兼鷲宮図書館長・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４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（答申）」（案）の構成について 

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（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４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、現在の出席についてご報告申し上げます。委員１０人 

中出席委員７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」の規程により成立しますことをご報告申し上げます。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いたします。 

塩崎会長 あいさつ－省略－ 

司会（福島菖蒲図書

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承認い

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にテープへの録

音をご了解いただきたいと思います。また、市では審議会の会議に関する条例

に基づきまして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。 

それでは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、議事進行

をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

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

事が進行しますように皆さま方のご協力をお願い申し上げます。なお、今回の

会議録の署名は、柴崎委員と横内委員ということになりますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、議事に入る前にですね、事務局から説明の申し出がありますので、

そちらをお願いいたします。 

事務局（太田中央図

書館長） 

 お時間を頂きまして、ありがとうございます。前回、今回の協議会で答申書

の素案をお示しする予定でございましたが、文章の精査、内容の推敲にかなり

時間がかかっておりまして、本日、全体の構成について協議していただくとい

うことで、素案を提示できないことを誠に申し訳なく思っております。申し訳

ございません。ご了解いただきたいと存じます。 

 それから、視察を第３回の協議会ということで、その時に配った資料に書い

てしまいましたが、あくまで、視察は別のものということでカウントしたいと

思います。従いまして、視察を入れると今回は、５回目となるのですが、今回

の協議会は４回目ということで、お詫びして訂正させていただきます。申し訳

ございません。以上です。 
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議長（会長） ただ今、事務局より説明がありましたが、答申書案作成に要する時間がかか

り、本日素案ができていないとのお詫びがありました。お手元の資料について

ですが、構成上の詳細が見えません。各項目の大小が綴られているだけですの

で、ご不便をかけるかと思いますが、これまで協議を重ねてきたことを思い起

こして頂き、各自のファイルノートなどを参照して頂き、検討や協議に入らせ

ていただきます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。はじめに、「久喜市立図書館の今

後の運営について」ということで、まず１についての諮問に至るまでの経過に

ついて１の（１）、１の（２）の順で丁寧にお話ください。 

及川副会長 説明の仕方ですけれども、（１）、（２）またそれ以下について、まず大枠で、

どういった内容を記載する予定です、というのを説明していただいて、その後

に細かい内容があればと思います。はじめから、細かいところに入ってしまい

ますと、中々わからないので、大枠で（１）はこういうことを書く予定です、

そして細かい内容はこんなことを書くつもりです、という説明をしていただけ

ると、私の方としては、理解しやすいかなというふうに思っております。急な

注文で申し訳ないですが、お願いします。 

議長（会長）  どうですか。事務局。如何ですか。 

事務局（森岡中央図

書館係長） 

はい。 

議長（会長） ではお願いします。 

事務局（森岡係長） 皆さんこんにちは、中央図書館の森岡です。私からは、議題（１）「久 

喜市立図書館の今後の運営について」を説明させていただきます。 

 大変申し訳ありませんが、当初皆さまに郵送させていただきましたこの構成

につきまして、若干手直しをさせていただいたところがございまして、その部

分の差し替えということで、今日、皆さまに配布にさせていただいております。

項目でいうと、４番目ですが、当初は（１）図書館と指定管理者制度の課題の

解決方法（２）久喜市立図書館への指定管理者制度の導入の課題の解決方法と

いうことで、送らせていただきましたところを、（１）図書館運営への継続性、

（２）図書館の公共性、（３）図書館への導入状況、（４）図書館システムにか

かる費用、（５）図書館システムの統一、（６）図書館計画の推進、（７)学校や

ボランティアとの連携という形で、より具体的な表現に変えさせていただいた

資料を皆さまに配布させていただきました。 

 それでは、この構成案に基づきまして、説明をさせていただきます。まず、

大きく載せてあるのが、配らせていただいたところに記載されている５つの項

目で、今回答申書を作成できればと考えております。１番目が諮問に至るまで

の経過、２番目が本市図書館の主な課題、３番目が運営方法についての検討、
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４番目が前回の答申で示された課題の検討、５番目が久喜市立図書館の今後の

運営についてという形で項目を５つ立てにさせていただきました。そして、皆

さまと６月から協議をさせていただいたものを記載させていただければと思

っております。 

 １の諮問に至るまでの経過に関しては、この（１）と（２）ということで、

２つに分けて項目を立てるもので、こちらは、前回の諮問から答申に至るまで

の経過を記載したいと思っております。具体的には、地方自治法の一部改正が

平成１５年９月にありまして、公の施設の管理運営に指定管理者制度の導入が

可能となりましたころから、久喜市では、久喜市公の施設管理運営検討委員会

を設置しております。この会議で、管理運営方法の見直しがされまして、平成

２３年に久喜市公の施設運営の新たな取り組みとして、６７挙げられた施設の

中に図書館が入っておりまして、それに基づき平成２５年１２月に本協議会に

諮問をさせていただいたという経過を述べたいと思っております。又、その答

申の中で、いくつかの課題が挙げられ、時期が早かったのか、導入している図

書館数も多くないようなことから、当時導入は見送るという答申をいただい

た、とのまとめをし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。ただ今、事務局から答申書案の大要を説明頂きま 

した。最初の項目の大項目の１から５までを先ほど述べていただきましたけれ

ど、大項目はどうですか。これに関しては、諮問に至るまでの経過、それから

本市図書館の主な課題、そして運営方法についての検討と前回の答申で示され

た課題の検討で、結びは図書館の今後の運営について、ということで結論に至

るわけですけど、大項目は、こんな感じでよろしいですか。素案が出来次第そ

れと照らし合わせ活字の配列により若干感覚が違うかもしれませんけど、とり

あえず、大きい項目は、このような形になろうかと思います。次に小かっこ、

前回の諮問答申についての説明がありましたけれど、説明の中ではいわゆる、

指定管理者制度ができあがったプロセス、そしてそれに伴う久喜市の対応が行

われ、なおかつ、検討委員会等ができ、久喜市においては、６７施設が列挙さ

れ、その中に中央図書館、あるいは菖蒲図書館、栗橋文化会館図書室、さらに

鷲宮図書館の４図書館というのが含まれたということです。また、平成２５年

には、最初に図書館への「指定管理者制度の導入について」諮問が出され検討・

協議の結果としては、見送りとなったというようなことの流れ、でよろしいで

すかね。事務局いいですか。 

事務局(森岡係長) はい。 

議長（会長）  この点についてご質問はいかがでしょう。第１項目のところですね。諮問に

至るまでの経過ということで、公の施設の指定管理について流れから併せて久
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喜市の検討委員会の中に４図書館が指定管理の検討に含まれていたというと

ころから、本市図書館に指定管理者制度の導入についてが諮問となったという

経緯です。当時としては、私も在席していましたが、図書館の指定管理者制度

が俎上に上がる様な環境でなかったので、見送りということで答申したという

ところまでなのですけども、これが、小かっこのところなのですね。いかがで

しょう。やはり、文章化されないと判読しにくいかと思います。 

及川副会長  よろしいですか。今、大項目１の（１）の説明が終わったところなのですけ

ども、過去の資料を見ますと、第１回目の資料４のところの説明ですか。 

事務局（森岡係長）  あのフローチャートで書いたようなところの説明をさせていただきました。 

及川副会長 その内容が（１）に来るというような感じですね。 

事務局（森岡係長） はい。 

及川副会長 あとは、今回の諮問についての背景みたいなものを付け足すという形になる

のでしょうか。 

事務局（森岡係長） はい、そうです。 

及川副会長 わかりました。 

議長（会長） 他によろしいですか。 

委員 なし。 

議長（会長） では、今回の諮問について、（２）の説明をしていただきましょうか。 

事務局（森岡係長）  はい、（２）につきましては、今回の諮問と見出しをつけさせていただきまし

た。平成２５年度に出された答申後も図書館では、効率的な運営を念頭に、自

主事業にしっかり取り組んだ経過があるのですが、その具体策として、貸出冊

数の上限の撤廃、子どもや大人への読書通帳の配布などをして、図書館が皆さ

んの身近に感じていただけるように努力をしてきましたが、なかなか市民サー

ビス、図書館サービスの向上につながっていないのではないかと考えておりま

す。今回、次に挙げるような課題を理由に、諮問をさせていただいたことを（２）

にまとめたいと思っております。 

議長（会長） 

 

今お話がありましたように、今回の諮問についてということでは、努力を重

ねて新しい手法も取り入れたりしましたが、評判のよい読書通帳は、前進を重

ね、大人向けの読書通帳まで配布するところまでに至ったと。しかし、相対し

てまだまだ不備な点多く、これでは中々利用者に向けてのサービスが行き届か

ないのではないかということで、改めて、図書館の運営についてを考えようじ

ゃないかというところへ至ったということです。 

及川副会長  よろしいですか。今会長がおっしゃった１の（２）、今回の諮問についての背

景をおっしゃったというふうに思いました。それを受けて大項目２の主な課題

ということで、これは具体的な課題というのが語られてくるのだろうというこ
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とを、私は感じました。具体的な課題は第１回目の会議の資料６に書いてあり

ますので、そういう点が１つずつ項目ごとにまとまってくるのかなと受け取り

ました。 

議長（会長） ありがとうございます。中央図書館長、事務局の説明で足りないと思うこと

があったら、補足して言ってください。皆さん資料が何としてもこれだけです

ので、ちょっと大変かと思いますのでね。 

奈良委員 もしできましたら、２６年度の答申を参考に皆さんに配ってもよかったのか

と思うのですけど。 

議長（会長） 前回の見送ったときのですね。 

奈良委員 そうです。そうするとどんな感じかわかるのかなと思うのですけど。 

議長（会長） それは手元にありますか。 

事務局（太田中央図

書館長） 

ちょっと休憩よろしいですか。 

 休憩（１０分間） 手元にない方へ前回の答申書を配布する。 

議長（会長） 休憩前に戻り、協議を続けさせていただきます。それでは、１の（１）（２）

はいかがでしょうか。ご意見を賜ります。 

これらは、諮問に至るまでの経過ということですから、前回の諮問答申、そ

して今回の諮問への説明ですが、次の協議会の際には、素案を元に協議出来る

ので、入念に協議してもらうことになろうと思います。再前申し上げておりま

すが、本日の協議は、項目だけでの協議ですので、難儀であろうかと思います。

このような中、真剣に取り組んでいただき、敬意を表する次第です。ここまで

の二点はよろしいですか。奈良委員よろしいでしょうか。 

奈良委員 はい、いいです。 

議長（会長） では、大きい項目の２番、「本市図書館の主な課題」ということで、では、事

務局よろしくお願いします。 

事務局（森岡係長） はい、項目２「本市図書館の主な課題」で、ここでは５つほど課題を挙げさ

せていただければと考えております。この課題は、先ほど副会長からお話があ

りましが、１回目の会議の時に資料としてお渡ししたものに、前回のときに２

点を加えたものを載せたいと考えております。 

まず、（１）開館日数の拡大、開館時間の延長でございます。開館日数が県内

の市の開館日数に比べて低い状況にあること、さらに開館している時間やオー

プンする時刻がばらばらであるため図書館サービスが市民の皆様に公平に行

われていないとのことで、市内の図書館を同じ時間開館をして、同じ時刻にオ

ープンができれば、と考えておりまして、課題として挙げさせていただいてお

ります。 
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議長（会長） ありがとうございました。開館時間、休館日等は、本日配った要覧の４ペー

ジに出ておりますから、参考にしてください。 

第２項目の（１）は以上となりますが、よろしいですか。ご質問承ります。 

委員 （質問なし） 

議長（会長） それでは、図書館の主な課題（２）学校との連携、この件について説明をお

願いします。 

事務局（森岡係長） （２）学校との連携でございます。現在、市内の図書館が学校との連携で、

実際に行っておりますのが、団体貸出や学校訪問おはなし会・ブックトークで

ございます。この関わりをしっかり保っていく必要があるなか、図書館が学校

に出向いて学校図書館の整備等を行っているというような他市の事例もござ

いました。子どもたちが学校図書館に親しんで、さらに本がある市立図書館に

行ってみようという流れができれば良いと思います。現在こうした活動が、で

きていない現状がありますので、このことを課題としたいと思っております。 

事務局（太田館長）  はい。 

議長（会長） はい、どうぞ館長。 

事務局（太田館長） では、私の方から。学校との連携につきましては、今申し上げたとおり、団

体貸出、それから学校訪問おはなし会・ブックトーク等ございますが、これは

本市図書館の大きな特徴でございます。さらに学校との連携は今後ますます重

要性を帯びてくると考えております。そういった中で、特に、最初に図書館に

ふれるのは、学校図書館という子どもさんも多いと思います。そういった学校

図書館の整備が、市内の小中学校には学校司書がいないとのことをご説明申し

上げたところですが、その代わりに司書教諭の方が担任を持ちながら図書館も

整備しているとのことで、中々学校図書館整備に時間が割けないという現状が

あることを認識しております。その点で、学校図書館の整備もできたらやって

いただきたい、やってもらえれば学校としてもありがたいのではないかなどの

意見も頂いたところです。そのことを踏まえまして、ここに記載させていただ

いた経過がございます。 

議長（会長） ありがとうございます。今学校との連携ということで、本市図書館の得意分

野であるブックトークなどは本当に他に例がないのではないかというくらい、

きわめて優秀なスタッフが揃っているわけです。それらのものを広く全校にゆ

きわたるように、かつ又、後進が育つようにということで、これまで熱心に展

開してきております。もちろん長く継続できることを望んでいます。他はいか

がでしょう。ご質問ございますか。 

よろしいですか。学校との連携を項目としてそこに記載するということで、

答申書を作るということでございますけど。 

及川副会長 すみません。 
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議長（会長） はい、どうぞ。 

及川副会長 書き方として、これこれが課題であるという書き方なのでしょうか。主な課

題ということで、説明を聞いていると、課題から解決方法まで踏み込むような

感じなのですが。 

議長（会長） 確かに。課題で、出されているのだから、課題ありということになるのでし

ょうか。松本委員、いかがですか。 

松本委員 課題だけ挙げればいいと思っています。ですから、質問も何もなくて課題と

してこういうのを挙げますよと説明していただければ、今後それでいいかなと

思います。 

議長（会長） 事務局、いかがですか。 

事務局（森岡係長） はい、かしこまりました。 

議長（会長） 本市の主な課題ということで、項目が列挙してあります。それでは、学校と

の連携を終わります。次に（３）の人口一人当たりの年間貸出冊数ですね。こ

の件について説明をお願いします。 

事務局（森岡係長） こちらは、図書館利用のひとつの目安になる数字と思っております。毎年県

で、その市の年間一人当たりの貸出冊数を取りまとめ、公表しておりますが、

久喜市の数値が県の平均値よりも下回っているという状況で、課題としてこち

らに載せたいと思っております。ここで表に県の平均値や、久喜市の平均値も

載せて課題を記載したいと思っております。 

議長(会長)   今、お話のように年間貸出冊数について、年度を数年前にさかのぼる、それ

から同じように本市の冊数を、それぞれの年度に合わせた数字を出し、同じく

県の平均を出すという格好で、ここは提示したいということです。いかがでし

ょうか。ご質問ございますか。 

丸山委員 すみません。これ利用者数の貸出数ということですが、前の時、館長が実は

来館者数も減っている、確かそう言いました。来館者数の話は今までの報告で

ほとんど出てこないですよね。唐突にでてきたのです。そういうことが長い目

で見たらどうなのか。確か来館者数が減っているのだと言いました。それの関

係などありますよね。なければ、貸出トータルと利用者が少ないとほとんどき

いたことがなかった、唐突にぱっと出てきたので、そのあたりはどうなのでし

ょうか。 

議長（会長）  事務局いかがですか。 

事務局（太田館長）  前回の会議で申し上げたところ、副会長からもお話がありましたが、私が説

明したのは、開館日数が増えればおのずと貸出冊数も増えると申し上げました

が、最終的に、また徐々に減少する可能性はあると思います。これにつきまし

ては、貸出冊数制限の撤廃をした時にも、一気に伸びましたが、その後、下が

ってきたこともありますが、来館者数は同じことから、長期的に見ると下がる
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傾向があります。このことを防止するためにも、サービスを向上させ図書館に

来館していただくために、自主事業なども活発にしていく必要があり、おいで

いただく工夫が必要と考えております。貸出冊数は、増やしたいですが、当面

の目標としては、県平均並み、あるいは県平均を超えることを目標とすること

が課題であると考えております。 

議長（会長）  いかがですか。丸山委員、よろしいですか。 

丸山委員  また、すみません。 

議長（会長）  はい。 

丸山委員  あとになって申し訳ないのですが、開館時間の問題は、必ず全て平等が本当

にいいのか。北本だって一部違いましたよね。利用者が少ないときに、かかる

費用と相対効率の問題がありますよね。それが平等というのが本当によいのか

という検討もどこかでしなければならない問題なのではないでしょうか。 

議長（会長）  何かありますか。はい、事務局。 

事務局（森岡係長）  その件につきましては、今後、具体的な運営方式の方向性が出た時点で、開

館時間だけでなく、休館日なども考えていく必要があると思っています。 

議長（会長）  ありがとうございます。丸山委員、それでよいですか。 

丸山委員  はい。 

議長（会長）  他にございますか。 

委員 （なし） 

議長（会長） では、続きまして、司書資格者の安定的な確保ということで、この件につい

て、事務局より説明をお願いします。 

事務局（森岡係長） ４番目として、司書資格者の安定的な確保を記載しております。第１回図書

館協議会に配布した資料などを参考に、市立図書館の正職員のうち司書の割合

を表で示し、提示ができればと思っております。実際、年々司書の割合が減少

傾向にあります。図書館の司書は、様々な状況において活躍する場があり、特

に図書館に調べ物に来館された方への対応など、市民サービスに直結すると思

いますが、人事異動があるため、司書であっても図書館の仕事が継続できない

場合もあります。このことから司書の割合が低下をしていくことで、調べ物の

お手伝いは、図書館の主な仕事ですけれども、迅速に対応できないなど、図書

館サービスの低下を招いてしまうことから、司書の安定的な配置を課題として

記載し参考として司書の割合についての推移表を添えたいと考えております。 

議長（会長） 司書資格者の安定的な確保ということで、今お話がありました。この件につ

いて質問ございますか。 

横内委員  はい。 

議長（会長）  はい、どうぞ。横内委員。 
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横内委員  現在資格を持っている方というのは、どういった形でわかるのですか。とい

うか、例えば窓口へ行って質問した時に、その方を呼んでくださるといったよ

うな形なのでしょうか。 

事務局（森岡係長）  特にそういうことはしておりません。私は司書の資格を持っておりません。

「この本はどこにありますか」などの軽易な質問には、対応できるようにして

おります。ただ、もう少し高度なことを知りたいなどの場合、私では調べるこ

とができないので、司書に交代して対応しております。最初は、図書館のカウ

ンターにいる職員が、対応しております。その職員で対応しきれない場合、司

書資格のあるベテラン職員に協力をお願いして、対応しているというのが現状

です。 

横内委員  そういった方達は、常に何人いるとか、そういった決まりみたいのものがあ

るのですか、（開館）時間の中で。 

事務局（森岡係長）  特にありません。 

横内委員  例えば、不在な時間帯もあるのですか。 

事務局（森岡係長）  基本的には、窓口に立っている職員と、窓口以外の後ろの事務室で仕事をし

ている職員と分かれており、概ねは窓口についている職員の中で、司書資格を

持っている職員がおり、事務室にも司書の資格を持っている職員が控えていま

す。ただ開館している時間が９時間ありますので、朝カウンターにいる職員と、

夜カウンターにいる職員とで、人数やメンバーが異なり、史書が少ない時間帯

があります。みんなが同じ時間帯で勤めていれば司書のいる時間は、同じです

が、今はできていない状況がありますので、午後６時半ごろに来館された方か

ら、教えてほしいことがあると言われた時に、時間をいただくこともあります。

一番手薄になるのが夕方６時からの職員の配置です。 

横内委員  万が一そういった時間に難しいというか、より詳しい質問があった時という

のは、例えば後日お伝えするとかそういうやりとりになるのですか。 

事務局（森岡係長）  そうです。できるだけ、窓口で対応するように心がけておりますが、市民の

方で、もう少し詳しくとのリクエストがあった場合には、時間をいただき、後

日、改めて回答させていただくとの形で対応しております。 

横内委員  そうですか。ありがとうございました。 

議長（会長）  事務局（館長）、何か今の件について補足はありますか。 

事務局（館長）  いえ、特にありません。 

議長（会長）  はい。図書館のよしあしは、選書であり配架であるといわれています。選書

は司書の力が大であることは衆知の事実で、司書がたくさんいるというのもセ

ールスポイントになると思います。先ごろ、千代田図書館についての新聞記事

を読んだときに、近年、ビジネス書を中心としてコーナーを特別に配架したと

ころ、土地柄ビジネスマンで大盛況とのようです。特徴ある図書館づくりとい
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うことで、都心ならではの医療全般又は、ビジネス書においても法務、商事、

税務という様に、司書が大勢いるとそれなりのアドバイスにより、リピーター

（来館者）の要望に応えることで、利用率の上昇につながるのでしょうね。こ

のようなことからも、司書の安定的確保は必要条件にということでしょうか。

これまで本市でも、中央図書館では司書が一番多かったのではないかと思いま

す。 

 何か他にございますか。この項目については、よろしいでしょうか。 

委員 （なし） 

議長（会長） 次に（５）図書館の自主事業の拡大ということで、説明をお願いします。 

事務局（森岡係長） ５番目の図書館の自主事業の拡大という課題ですが、先ほど館長からお話し

たとおり、自主事業は、図書館に足を運んでいただくきっかけになるものと考

えております。しかしながら、その事業を拡大ばかりしても成果となって貸し

出し冊数、入館者数などの増加に繋がらないといけないと思いますが、精査が

現在出来ていない状況です。実際、来館者数の増につながっているのか、不明

確な点がございます。また、一定の職員数で、現在の自主事業を行っておりま

すことから、現行の職員体制では、これ以上事業の拡大をしていくことが難し

い状況があり、自主事業の見直しを行い、入館者或いは貸出し冊数の増加に繋

がるような効果的な事業ができないかとの部分で課題として記載しておりま

す。この中で各年度のそれぞれの図書館の事業数などを挙げて表で示すことを

考えております。 

議長（会長）  ありがとうございました。これまでも図書館は来館者増加に向けたさまざま

な企画立案のもと事業を継続し、映画や音楽等を含むイベントを展開していま

すが、近年は参加者が希薄な点が目立ってきております。 

総体して図書館への足が遠のいているという現象は、本来からすれば、看過

できないのですが、残念ですね。 

この件について他にご質問ございますか。 

奈良委員  この件でなくて申し訳ないのですけど、こちらの２番のことについてなので

すけど、資料５で、図書館サービス拠点の整備というのがあったと思うのです

が、人口密集地である南栗橋駅や東鷲宮駅周辺は図書館サービスの空白地域と

なっております。今後は市内均等な図書館サービスの提供に向けて新たな図書

館の整備などについて検討する必要がありますというのが、掲げてあったので

すが、それはこちらでは書かれていないのですけども、子ども図書館の計画が

今進んでいるではないですか。そちらの方が進んでいるので、こちらはもっと

長期計画になってしまうのでしょうか。 

議長（会長）  いかがですか。 
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事務局（河内中央図

書館主幹兼鷲宮図書

館長） 

 前回の答申につきましては、久喜市立図書館における指定管理者制度の導入

ということで諮問をさせていただきました。その中で久喜市立図書館がその当

時に持っていたサービスの現状と課題というもので挙げさせていただいてお

りました。そのサービスの現状と課題の中で、合併した後の図書館サービスの

拠点というものに偏りがあるということを現状と課題という形で挙げさせて

いただいております。今回につきましては、今、奈良委員がおっしゃったよう

に、施設・サービス拠点の整備ということは、図書館サービスの中の長期的な

展望に立っております。今回は今後の図書館の運営についてということで、ま

ずサービスを向上するにあたっての運営をどのようにしたらよいかというこ

とで、サービスについての課題を挙げておりますので、長期的展望に基づくサ

ービス拠点、建物・館については、今回のものでは触れていないという形にな

っております。 

議長（会長）  奈良委員、よろしいですか。 

奈良委員  はい。 

丸山委員  すみません。 

議長（会長）  どうぞ。 

丸山委員  ここのいろいろな話が出るのですが、久喜市立図書館サービス基本計画は、

教育委員会が作成したもので、期間は延長されているのですよね。 

事務局（太田館長）  延長しています。 

丸山委員  ですから、その基本計画の範囲内で図書館の全体についての説明がないの

で、具体的な課題が良い、悪いと言っても、現物がなくて、これだけでは訳が

わからない。それでよいなら、ここのこの部分については、答申の中に盛り込

みたいなどの提示がないと。 

事務局（河内館長）  はい。 

議長（会長）  お願いします。 

事務局（河内館長）  私どもの管理係長から諮問に至るまでの経緯ということで説明をさせてい

ただきました。（２）につきましては、市立図書館では市民サービスの向上、図

書館サービスの向上を目指して今までいろいろなこと、例えば、貸出冊数の上

限を撤廃するとか、子どもの読書通帳の配布など実施し、多くの方に利用して

いただけるよう努力を続けておりますが、前回の答申後も様々な課題が生じて

おり、その課題を解決することが、さらなる図書館サービスの向上につながる

ということで、今回諮問について説明しております。今回の諮問は、サービス

の向上を図るためには、運営をどうしたらいいのかということであるため、次

に運営に関してどのような課題があるのか、ということを２番で説明していま

す。ここでは、現在図書館がサービス向上を図るためには、どういう課題があ

るのかということを具体的に挙げております。１と２については、諮問に至る
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流れの経過、それから現在、抱えている課題という形で挙げさせていただいて

いるということです。 

議長（会長）  課題解決のための提示ということですね。 

丸山委員  さっきの説明資料は限定されているのだと、それがどうもはっきりおっしゃ

っていたのか、聞き方が悪いのか、そういう根本のうちの根本からいえばそう

ですね。 

議長（会長）  構成案だけでやっていると中々きっと理解に苦しむところがありますね。 

丸山委員  先ほどもイントロの部分でちゃんと書いてあれば。 

議長（会長）  わかります。それは。一応課題解決のための今挙げられている項目だという

ことで、ご認識をあらためていただいてよろしいですか。 

丸山委員  はい。 

議長（会長）  たびたび申しますけれど、素案がないのでご不便をかけますが、続いて「運

営方法についての検討」です。大きい項目３の最初に（１）直営方式の継続と

いうことで、説明お願います。 

事務局（森岡係長）  ３番目の項目、運営方法についての検討ということで記載させていただいて

おります。先ほども話がありましたが、挙げさせていただいた課題をどのよう

にすれば解決できるかとのことから、運営方法の検討を行ったと考えておりま

す。この中で、こちらが第２回目の会議で皆さまに説明し、協議をした部分に

なっております。項目としては、（１）直営方式の継続、（２）窓口業務委託方

式の導入、（３）指定管理者制度の導入、（４）指定管理者制度導入図書館の視

察といの形でどうかと考えております。まず（１）の直営方式の継続ですが、

現状の運営をしていく中で挙げた課題の解決が図れるかとの話になったと思

います。職員が今の状況で、正職員と臨時職員が一緒に対応していく中で、今

の開館日数等が、精一杯なのか、委員さんの中からは特別整理期間を少し短く

しているところもあり、そのようなことをしながら、開館日数を増やしている

ところもあることを、お話しましたが、私ども年２回の特別整理期間におきま

しては、所蔵している本の全件の点検をしており、その期間で全部の点検を行

い、本の未返却で所在不明な本が何冊あるか、また、廃棄をする本の整理など

をこの時期に行っております。特別整理期間を短くすることは、難しい現状で

あることのお話をした経過をこの部分に載せられればと考えております。な

お、目標として、県内の平均の開館日数までは、開館日数を増やしたいことも

記載したいと考えております。 

議長（会長）  今、お話がありましたように、３番について、運営方法についての検討とい

うことで、それぞれ直営方式の継続あるいは窓口業務委託方式の導入、そして

指定管理者制度の導入、それから指定管理者制度導入図書館の視察研修等が挙

げられておりますけれど、この件についても、かなり真剣に検討、協議を致し



14 

 

ました。いかがでしょうか。質問ございますか。 

及川副会長  すみません。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

及川副会長  内容ではないのですが、表題の（１）の書き方なのですが、表題が「運営方

法についての検討」なので、（１）は「直営方式について」でいいのではないで

しょうか。（２）に「窓口業務委託方式について」、（３）「指定管理者制度につ

いて」。そして（４）「指定管理者制度導入図書館の視察研修」はおかしいです

よね。ここで研修してどうするのという話になってしまいますよね。「視察状況

について」とか、又は視察研修という言葉を取ってしまってもいいのではと思

います。文言の中に入ればいいので、指定管理者制度導入図書館の状況につい

てでもいいのではないか、要は導入するかどうかを検討しているわけではな

く、この段階ではこの方式について、どうだったかという検討をしたと私は記

憶しているのですけれど、いかがでしょうか。 

事務局（森岡係長）  はい、（３）で今、副会長からお話をいただきましたので指定管理者制度につ

いて導入したところを視察してきたという形で考えますが、いかがでしょう

か。 

及川副会長  （３）と（４）は独立した状況で、書いてもよろしいのではないでしょうか。 

事務局（森岡係長）  わかりました。 

及川副会長  書いてみて、又素案ができた時に、又協議した方がよいかと思いますけど。 

事務局（森岡係長）  はい。 

議長（会長）  今の件、他にございますか。かような形がよいだろうということで、及川副

会長からでました。きっとこれだけ見ていると何となく問題提起なのか、どう

なのかという錯覚に入ってしまうのですね。明解にしてしまった方がよいかも

しれません。この件、何かございますか。 

委員 （なし） 

議長（会長）  今の件で、館長どうですか。 

事務局（太田館長）  ご指摘の点を踏まえまして検討したいと思います。 

議長（会長）  検討して下さい。 

松本委員  すみません。私も中身が見えないままの話で申し訳ないのですけれど、２番

で本市図書館の主な課題が挙がってますが、この（１）～（５）の課題をどう

解決していくかということが、３番の運営方法についての検討で、例えば直営

方式をとるとしたら、課題が解決できるのか、窓口業務委託ではどうか、指定

管理者制度ではどうかというような形で書かれていくということでよろしい

ですか。要するに課題を挙げたけれど、検討する話題がないとすると、３がそ

の検討だと思うのですけど、それぞれについて検討していくと、３番で何とな

く検討の結果が出てくるのですかね。書き方としては、例えば大きい項目の３
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番を課題解決に向けた運営方法についてという表題にでもしていただければ、

これまでを受けて、おそらく３番でいろいろな直営とか窓口委託とか指定管理

者制度の検討した結果、本市の課題解決に向けた一番いい方法が指定管理者制

度の導入なのかなという、ある程度目処が立った段階で、そうすると４番の前

回指定管理者制度は否決されたけれども、今回、前回の課題が解決されるのか

どうかということで、最後の結論に向かうのではないかと思うので、そのあた

りの書き方がよくわからないのです。 

議長（会長）  読んでいるうちに、課題と検討が混同されてきましたね。 

及川副会長  ２番が主な課題となっていて、課題解決のための運営方法についてというこ

とでは、確かに松本委員のおっしゃるとおりと思います。そこで、それぞれに

ついて検討してゆく、そしてもう一方で、４で前回の答申時の課題の解決はど

うかと、それを受けて全部のまとめてということで、５に入ってゆくというよ

うな感じでしょうか。 

事務局（河内館長）  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  はい。 

事務局（河内館長）  この構成の柱だけですと、やはり少し唐突過ぎるという形があるかと思うの

ですが、２から３に移る間に、まず２で課題、問題点が明らかになりました。

そこでその課題を解決するためにはどうしたらいいのかということで、図書館

の運営方法を検討協議する必要があるのではないかという形にして、そこか

ら、３番へという形に流れを作っていきたいと思います。そこで、松本委員が

おっしゃったように「課題解決に向けての運営方法の検討」などというように、

ここの表題を直すのか、２から３に移ることがこの項目立ての中で少し、唐突

過ぎるということだと思いますので、課題を受けてその課題を解決するために

はやはり運営方法を検討協議する必要があるということで、３番に移りたいと

考えております。 

議長（会長）  大きい項目をですね。まず柱をきちんとしなくてはいけませんね。 

事務局（河内館長）  １、２、３、４という大きな番号だけ読んでおりますと、やはり流れが見え

てこないというのがありますので、すみませんがここのところで課題解決に向

けた運営方法についての検討という、課題解決という２番を受けた形の３番と

いう形に表題も工夫をさせていただきたいと考えます。 

議長（会長）  課題解決に向けた運営方法ということですね。３番は。よろしいですか。い

くらかこれでわかりやすくなりましたか。そうすると窓口業務委託の説明は済

んだのでしたか。 

事務局（森岡係長）  まだです。 

議長（会長）  では、そこをお願いします。 

事務局（森岡係長）  ２番目として、窓口業務委託方式で、第２回図書館協議会の時に協議された
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部分ですが、開館日数の表を皆さまにご提示した中で、指定管理者制度導入図

書館ではないけれども開館日数が多いところがありますとの話の中で、そのよ

うな所はどのような運営方式をとっているのかとの話になっております。この

中で、窓口の業務を委託しているところが、東松山市立図書館であったり、確

か上位の図書館だったということを皆さまにお話させていただいております

が、窓口業務を委託している部分でその分の職員数の削減はできたにしても、

それ以外の図書館の事務を執る正職員数がいるので、大幅な人員削減にはなら

ないとか、実際のところ、契約の中でやる仕事が決められてしまうので、中々

それ以上の仕事を依頼することができなかったり、委託の窓口業務をしている

方々の休憩場所の確保が必要ですが、その場所が、今のこの市立図書館の中で

は確保することができないお話をしました。それらをまとめてこの場所に記載

したいと考えております。 

議長（会長）  続いて、（３）も一緒に説明してください。 

事務局（森岡係長）  （３）指定管理者制度についてで、ここでは実際に指定管理者制度を図書館

以外で、文化会館、社会体育施設等で徐々導入されていく中で、図書館への指

定管理者制度の導入について皆さまと協議した経過をまとめて記載したいと

考えております。 

議長（会長）  一応、今の（３）の検討ですけど、直営方式あり、あるいは窓口業務委託方

式あり、指定管理者制度があるそれぞれの検討をしたということでございます

ね。これはいいですか。（１）（２）（３）は何かございますか。 

委員  （なし） 

議長（会長）  それでは（４）先進地の視察につながるわけですけど。では（４）、これはま

だ新しいから記憶にあると思いますから、（４）をお願いします。 

事務局（森岡係長）  （４）指定管理者制度導入図書館の視察研修と記載されていますけど、この

部分は、実際に指定管理者制度の導入をしている図書館の視察をさせていただ

きましたので、鴻巣市と北本市の視察を行ったという部分の記載を考えており

ます。 

議長（会長） （４）についてご質問ございますか。視察研修についてここは列挙するとい

うことでございます。その時の状況はどうであったかということ等々列挙され

るのだと思いますけど、よろしいですか。大項目の３番までよろしいですか。

進めてしまってよろしいですか。 

委員   はい。 

議長（会長）  では、続いて大項目の４番の前回の答申で示された課題の検討ということで

お願いします。 

事務局（森岡係長）  ４番目として、前回の答申で示された課題の検討について、記載したいと思

っております。実際にこの流れの中で課題の解決をするためにはどう運営をす
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れば課題の解決につながるのかといったお話、協議を皆さまにしていただいた

ところですが、その中で直営方式あるいは窓口の業務委託、また指定管理者制

度の導入について協議いただきました。実際、平成２５年度の諮問答申は、当

時指定管理者制度の導入は見送られておりますので、どうして見送られてしま

ったのかという課題と、その課題が解決できなければ、皆さまに協議していた

だいた内容の検討が先に進まなくなりますので、現在、もし指定管理者制度を

導入した時には、当時の課題はどうなのかという部分を記載したいと考え、

（１）図書館運営の継続性は、皆さまの手元にある前回の答申書の中では３年

から５年で指定管理者が変わるので図書館運営の継続がされないのではない

かというような課題が出されているところがございます。これが答申書の３ペ

ージからですが、その部分の３ページからの課題等をこの後に載せています。

そこで、この部分と継続性の部分は、基本的に図書館を担当する職員が必要だ

と私どもは考えておりますので、その図書館を担当する職員が図書館運営の進

行管理、指導など連絡調整をしっかり図ることで、継続性が保たれると考える

ことを記載したいと考えております。 

 また、どのような本を用意するのかという選書の部分は、積極的に行政側、

私どもの図書館担当職員がその選書会議に参加をすることで、今までに培って

きた選書の仕方を大幅に変えることはないように対応したいと考えておりま

すので、そのようなことで継続性を図ることが可能であるとことを記載したい

と考えております。 

議長（会長）  わかりました。今お話の４番ですけど、前回の答申で示された課題の検討と

いうところで、前回平成２６年３月の答申書ですね。これの４番にあるもので

すね。図書館と指定管理者制度、これの小かっこの項目がここに図書館運営の

継続性、あるいは図書館の公共性、図書館への導入の状況、それから図書館シ

ステムに係る費用、図書館システムの統一、それから図書館計画の推進、学校

やボランティアとの連携ということで、こちらの項目が掲げられているわけで

すね。いかがですか。ちょっと素案がないとわかりづらいでしょうか。質問は

ありますか。 

委員  （なし） 

議長（会長）  ないようでしたら、もう一度この大きい項目のタイトル、これでよいか確認

しましょうか。諮問に至る経過からスタートして、図書館の課題、それから課

題解決に向けた運営方法、そして前回の答申で示された課題の検討という大き

い項目タイトル、これになります。よろしいですか。何かこうした方がよいと

いう点がありましたらお願いします。 

及川副会長  要望なのですが、１から４については、先ほど説明がありましたが、やはり、

素案ができてからかと思っております。あと５なのですが、最後のまとめの中
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に今まで議論してきた中でボランティアとの連携とか、いろいろなことが入っ

てくる思います。学校との連携は挙がってきているのですけど、ボランティア

との協力関係とか、どんな運営方法になったとしても、協議会としての要望の

ようなものもあると思います。そういうのをひと言入れるような欄というか項

目があったらよいと思いました。ただ、まとめでこの方式がいいというだけで

はなくて、それに対してこういうことを用意してほしいという、そういう点が

あったらよいと思いました。 

議長（会長）  ４の（７）で学校やボランティアとの連携等々はここで出ますよね。今後の

運営については、最終的な結論を出さなくてはならないのですが。その前にで

すか。 

及川副会長  その後でもいいのですが、結論を出したのだけれど、その運営方式を実施す

る際には、こういう点には留意してほしいとか、要は私どもの委員の意見を少

しでも反映してほしいというのがあるかと思いました。 

議長（会長）  それはもっともですね。何か特別なセンテンスはございますか。先に指定管

理者導入にあたっての結論の導き方を検討してみますか。例示として導入すべ

きとの結論になったとか、あるいは導入が必要であるとの認識に至ったとか、

さらには導入を図るべきという結論に達したとか、それぞれいろいろな表現が

あろうと思うのですが、最終的に指定管理者制度導入に至るということについ

ての表現方法について、「私だったらこのようにします」みたいな案をお持ちの

方は遠慮なくご意見を頂きたく存じます。どなたでも結構です。 

及川副会長  よろしいですか。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

及川副会長  結論の書き方ということなのですが、協議会は決定機関ではないので、意見

を出す場ですので、決定するのはあくまでも事務局というか、執行部になりま

す。ですから私どもとして、こういう意見であるということを出したいと思っ

ています。○○の方式も選択肢の一つであるというような、少し一歩引いた形

でもよいのではと思います。ここで私どもが「何かするべきである」「導入すべ

きである」と言っていいのかというのがあったので、それが私の意見です。 

議長（会長）  はい。ありがとうございます。結論づけか又は、方向づけか等の表現につい

てですが、新たに文章となってくれば、皆様からも意見が見えてくるのかなと

も思います。 

 松本委員、いかがですか。 

松本委員  協議会はあくまでも意見聴取機関だと思いますので、「べき」よりは「望まし

い」ですよね。いくつか選択肢を示すか、一つにするかは別にして、こういう

ことが望ましいであろうというふうに本協議会は至りましたというような形

になるのかと思います。 
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議長（会長） はい、ありがとうございます。他に、丸山委員、いかがですか。 

丸山委員  そうですよね。 

議長（会長）  本日は、再三申し上げることになりますが、素案の文章であれば、委員の皆

様よりご意見やら文言に関しても様々な意見集約が計られるのでしょうが。加

えて硬軟を折り込んだ表現等が出てくることを期待するものです。 

 それでは、柴崎委員はいかがですか。 

柴崎委員  ２回目でよくわからないのですけど、普通ですと先ほどから出ているよう

に、課題があったら検討というか協議があって、次が必ず方向が出てくるので、

結論まとめがあるのですけど。そういう流れの中で、４番と５番を逆にして、

課題、検討、対策、まとめですね。方向まとめで、それが４番目が今後の運営

に対するまとめになると思うのですが、前回の答申がまたここに出てくるの

で、どうしても入れるのなら一番下かなと私は思うのですが。 

議長（会長）  答申はですね。 

柴崎委員  はい。４番は、３番の下に又４番を入れて、その後に今後の運営となると、

何かおかしいような気がするので、自分でしたら、課題、検討、今後の運営に

ついて、その下に先ほど出てきた学校やボランティアとの連携などについて付

け足すという感じがよいのではと思うのですが。 

 ある程度会議の方向は、まだ２回目ですけど、前回出た時に、ああこういう

方法が結構理想的なのだなというのが、数字などでもはっきり聞きましたし、

例えば平成２５年ですか、１０％だったのが３５％まで増えてきているとか、

指定管理者を入れてこういういい点が増えたとか、事業の数が増えたとかとい

うのは、前回の会議で聞かせていただきましたので、そういうことを考えると

大体流れ的には、今言った課題をちゃんと述べて、こういう検討しました、そ

れも直営方式、窓口業務委託、指定管理者制度という３つを検討しました、で

すから協議会としてはこういう方向が望ましいのではないかということをそ

のまま素直に述べてしまっていいのではないかなと思います。 

 そして前回私も言ったのですが、学校との連携とか、ボランティアとの連携

とかそれが一番指定管理者だとかが入ってくると問題になるのではないかと

いうのを下の方に付け加えていただけるといいのではないかという気がする

のですが。個人的な感想です。 

議長（会長）  はい、ありがとうございます。参考意見として承りました。 

他にいかがでしょうか。 

及川副会長  すみません。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

及川副会長  今、柴崎委員がおっしゃっているような構成で行くならば、私が言った付帯

決議のような、留意点は、４番目を一番最後に持ってきた中に入れこめるので
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は、というのを思いました。 

議長（会長）  付帯の２を織り込もうというのですね。 

及川副会長  そうですね、先ほど私が独立して作った方がいいのではないかと申し上げま

したけど、そうではなくて、その中に入れてしまっても差し支えないのかなと

思います。 

議長（会長）  今、いろいろと意見がでましたが、事務局。 

事務局（河内館長）  すみません。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

事務局（河内館長）  この４番の前回の答申で示された課題の検討ということで、こちらの方に入

っているのですが、３番で、２番で挙げた課題解決に向けた運営方法について

委員の皆さまに検討していただきました。その運営方法というのは、直営、窓

口業務委託、指定管理者です。そして、直営は今のまま、現状維持ということ

ですが、それだとやはりサービスの向上は図れないのではないかという結論が

でました。そして窓口の業務委託とは、窓口だけを切り離して考えるので、直

接職員と業務委託の職員で、うまく連携をとることができるかどうかと、それ

から大幅な人件費の削減にはつながらないという説明がありました。それから

場所的な面でも無理なのではないかということ、費用対効果の面で見てもその

選択肢としては選びにくいという結果になりました。それでは３番目の指定管

理者制度はどうだろうかと皆さまに協議をしていただく時に、メリットと言わ

れているものについて検討していただいた結果、直営方式、窓口業務委託、指

定管理者制度の中で、課題として挙げられたものをクリアできるのは、指定管

理者ではないかということになりました。そこで実際にやっている図書館を視

察して現状を見てみましょうということになりました。それで見たときに、こ

れだったらば２番で挙げられた課題が何とかクリアできるのではないか、また

それぞれの図書館の現状も見ましたということで、皆さまの中から選択肢の中

では有力なものである、望ましい方法なのではないかという意見も出ました。

新たに今回の運営の方法についての諮問について検討した時に、前回の指定管

理者制度の導入の是非を問うための協議をしていただいた時には見送ること

が望ましいという答申が出ていたので、答申の時に出た課題をクリアにしない

と、指定管理者制度を今回も考えられないのではないかということで、前回の

答申の時に出た課題を解決方法とともに、皆さま方に協議していただき、私ど

もの方でこういう解決方法がありますという例をお示ししました。そこで、ま

た前回の答申で示された課題を検討していただき、それを解決して今後の運営

方法は何がいいのかということに持っていくという流れです。骨子ではこうい

う形になっています。 

 やはりこの４番の表題が、前回の答申で示された課題の検討というのが少し
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問題なので、ここをもう一度検討する必要があると思います。指定管理者制度

の導入もその中の選択肢の一つではないかということが、３番のその課題解決

に向けた運営方法についての検討の中で、皆さまに検討していただいた中で一

つではないかということになったので、それを元にして現地を視察していただ

き、指定管理者制度はどうだろうと皆さまが感じられたことを踏まえて検討し

ました。市立図書館の今後の運営について、前回平成２６年３月の答申で指摘

された課題を解決できなければ、今回いくら望ましいと思われている運営方法

であっても、久喜市の図書館運営方法としては、採用できないので、そこで、

前回の答申で示された課題をもう一度洗いなおしてその課題を解決する方法

にはどのようなものがあるのか、とのことで、この４番で（１）から（７）と

いう形で出させていただいたというものです。この表題につきましては、やは

り再考する必要があるとは思いますが、この（答申）案の流れの説明をさせて

いただきました。 

議長（会長）  そうしていただければ、わかりやすくなりますね。今事務局から具体的に表

題等々の説明がありました。いかがでしょう、今のお話の中で何かございます

か。 

委員  （なし） 

議長（会長）  また素案ができあがればそれなりに検討事項が色濃くなってくるのだろう

と思いますが。今まで、１から５までの協議をしていただきました。本日の協

議事項を事務局で精査していただき、次回素案ができた時点で、また皆さんの

協議を図るということになります。ここまでよろしいですか。中々素案がなく

てご苦労をなさったにもかかわらず、中味の濃い意見具申を賜りありがとうご

ざいました。いかがでしょう。最後に何か意見がございましたら。 

委員  （なし） 

議長（会長）  よろしいですか。何か事務局からありますか。 

事務局（太田館長）  特にはございません。今回のご意見を踏まえまして、次回素案を提示させて

いただきます。 

議長（会長）  そうですか。他に意見がないようであれば、本日の議題はこれで全て終了と

なります。議事進行を事務局の方へお返しいたします。ご協力ありがとうござ

いました。 

事務局（太田館長）  すみません。その他で図書館要覧を配布いたしましたので参考にしてくださ

い。 

図書館要覧についての説明－省略－ 

議長（会長）  次回の日程はどうでしょうか。 

事務局（太田館長）  次回の日程についてでございますが、一番最初の協議会にて申し上げたとお

り、１１月を目処にと思っていたのですが、日程的にきつくなってきておりま
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して、１１月に３回実施するのは、難しいと思っております。そのため、次回

は期間が短くて申し訳ないのですが、１１月１０日頃を予定したいのですがい

かがでしょうか。 

  －日程の協議－ 

事務局（太田館長）  次回は１１月８日（水）の１４時からということでお願いします。 

議長（会長）  議事進行は終わりますので、お返しします。 

司会（福島菖蒲図書

館長） 

 大変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

ります及川委員からご挨拶をお願いしたいと思います。 

及川副会長  あいさつ－省略－ 

司会（福島菖蒲図書 

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。 
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