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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５回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成２９年１１月 ８日（水） 

開始・終了時刻 午後 ２時００分から午後 ３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・横内美沙代・松本秀樹・丸山洋一・野原正子・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名 奈良千鶴・塚越要・山中今日子 

説明者の職氏名 太田中央図書館長・河内中央図書館主幹兼鷲宮図書館長・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・河内中央図書館主幹兼鷲

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５回久喜市立図書館協議会次第 

１ 「久喜市立図書館協議会の今後の運営について（答申）」（素案） 

２ 「久喜市立図書館の今後の運営について」 

  （第２回協議会で配付した資料の訂正） 

３ 「（仮称）子ども図書館の運営方法について」 

会議の公開又は非公開 公開 

傍聴人数 ３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） 

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（答申）」（素案） 

資料２「久喜市立図書館の今後の運営について」 

   （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）訂正

前と訂正後 

資料３「（仮称）子ども図書館の運営方法について」でございます。 

 

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。 

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５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、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」の規定により成立いた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。議事に入ります前にいくつか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、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。 

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）  はい、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方のご協力をお願い申し上げます。それ

では、協議に入ります前に、今回の会議録の署名委員は、松本委員と丸山委員

になります。よろしくお願いいたします。それでは協議に入らせていただきま

す。議題１久喜市立図書館の今後の運営について「久喜市立図書館の今後の運

営について（答申）」の素案について事務局から説明をお願いいたします。 
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事務局（森岡係長） 説明の前に、第２回協議会で配付した資料の中で数値に誤りがありましたの

で、訂正をお願いします。本日配付しています資料２になります。 

第２回協議会で配布した資料１の中の２で 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の３ 図書館への導入状況で平成２４年度の全

国集計（市のみ）で導入図書館数２１０館導入率９．０％と記載しましたが、

正しくは導入率８．２％でした。また、同じく埼玉県集計（４０市）につきま

しても、導入図書館１５館で導入率９．０％と記載しましたが正しくは、導入

率１０．１％でした。また、同じく平成２７年度においても全国集計（市のみ）

導入自治体数１３４市と記載しましたが、正しくは１４２市でした。また、同

じく導入図書館数２４８館と記載しましたが正しくは３０４館でした。また、

導入率につきましても、１２．８％と記載しましたが、正しくは１１．７％で

した。さらに、平成２８年度の埼玉県集計（４０市）につきましても、導入率

１６．０％と記載しましたが、正しくは１７．０％でした。訂正をお願いしま

す。 

議長（会長） はい。続いて説明をお願いします。 

事務局（森岡係長） それでは、答申の素案に基づきまして、説明させていただきます。 

前回、第４回に委員の皆さまにご提示させていただきました目次につきまし

ては、事務局で検討を行った結果、順番の入れ替えをさせていただきました。

具体的には、前回、４にありました「前回の答申で示された課題の検討」を「２」

に繰り上げたものです。 

 １ 諮問に至るまでの経緯 

 ２ 前回の答申で示された課題の検討 

 ３ 現在の市立図書館における主な課題 

 ４ 課題解決に向けた運営方式についての検討 

 ５ 久喜市立図書館の今後の運営について（まとめ） 

最後に委員名簿、協議会日程等や別紙で視察の資料を添付し、全体の構成と

いたしました。 

それでは、目次に沿って答申の素案のご説明させていただきます。なお、説

明は、事前に資料１を配布しておりますこと、また、前回の口頭での説明と重

なる部分が多いため、各項目の骨子について説明をさせていただきます。２ペ

ージをお開き下さい。最初に、「１ 諮問に至るまでの経緯」でございます。（１）

として、「前回の諮問・答申について」記載しております。平成１５年９月の

地方自治法の一部改正により、公の施設管理運営方法に「指定管理者制度」が

導入され、これを受け本市では、平成２２年５月１３日に「久喜市公の施設に

かかる指定管理者制度に関する指針」が策定され、公の施設を今後どのように

管理するかの方向性が示され、さらに、具体的に公の施設をどのようにするか
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について検討するための「久喜市公の施設見直し検討指針」が策定され、この

指針を基に久喜市公の施設管理運営検討委員会で各施設の運営方法について

方針が決定された６７施設が示され、この中に、市立中央図書館以下３図書館

全てが指定管理者制度の導入対象施設として含まれました。 

このことにより、平成２５年１２月２０日に久喜市立図書館協議会に対し、

「久喜市立図書館への指定管理者制度の導入について」を諮問し、平成 

２６年３月に「指定管理者制度の導入は見送ることが望ましい」との答申をし

ております。 

続きまして「（２）今回の諮問について」でございます。 

 平成２６年３月の答申を受け、市立図書館では、図書館サービスの向上を目

指し、平成２６年４月には図書資料の貸出し冊数の上限撤廃、平成２７年５月

には子ども読書通帳配布を、平成２９年５月には大人用読書通帳の配布を開始

など、多くの方に図書館を利用いただくため務めてきましたが、前回の答申後

も新たな課題が生じてきております。 

 新たな課題で、開館日数の拡大と利用時間の延長は、大きな課題のひとつで

あり、これらを解決し、今後の市立図書館の運営のあり方を検討するにあたり、

今回「久喜市立図書館の今後の運営について」諮問を受けたものです。 

議長（会長）  ただ今、事務局より詳細な説明がありました。皆さまには、前回、項目のみ

の協議にてご不便をかけたのではないかと思います。 

本日は、素案を基に協議がより深まることを期待いたします。 

さて、事務局より今回の諮問にいたるまでの経過について、即ち平成２２年

本市における公の施設管理が策定され、加えて施設管理検討委員会より６７の

施設運営方法についての方針が決定され、その中に当該中央図書館以下３図書

館が指定管理導入の対象となり、平成２５年には、指定管理導入について諮問

を受けましたが、近隣図書館の状況はというと、中央館は直営で、併設館及び

分館等は指定管理にするとか、しないとか等の情報があり、何処も試行錯誤の

ニュアンスが伺われ、また一方では、もう少し様子を見て結論をとの様相が多

かったと思う。 

このような状況を察し、当図書館においても少し様子を見てからというよう

なところから、見送りの結論としたということで、その後、課題解決への取組

みは元より、新企画立案にて鋭意努力するも、中々好転へと結びつかず、新た

な問題等も散見され、施策と模索の中、今般の諮問に至ったということです。

よろしいでしょうか。 

委員  （意見なし） 

議長（会長）  なければ、次の大きい項目２番に入りますけれどよろしいですか。 

委員 はい。 
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議長（会長）  ありがとうございます。それでは、２番の前回の答申で示された課題の検討

ということで、事務局お願いします。 

事務局（森岡係長）  それでは、「２ 前回の答申で示された課題の検討について」です。今後の

市立図書館の運営を検討するに当たり、前回答申を受けた７つの課題がどのよ

うになっているかを、課題と検討結果、現状について確認したものです。 

 ７つの課題のうち、「（１）図書館運営の継続性」は、検討の結果、図書館運

営の考え方やノウハウを適切に指定管理事業者に引き継ぎ、その後市の図書館

担当職員が進行管理、指導・連携を図ることで継続性は可能であると考えてい

ます。 

次に「（２）図書館の公共性」は、図書館を運営する専門業者がいないため、

公共図書館のノウハウの蓄積、事業の発展が懸念されるとのことでしたが、検

討の結果、事業者の中には、１０年以上継続して図書館運営に携わり、ノウハ

ウを蓄積している事業者もあり、行政側が継続的に進行管理及び指導を行うこ

とで公共図書館としての役割を担うことが可能であると考えています。 

次に「（３）図書館への指定管理者制度の導入状況（市のみの数値）」ですが、

他の公の施設に比べ導入率が低い課題に対しては、埼玉県内での平成２９年度

９月現在で、導入市が１４市で全体の３５．０％、導入図書館数が３３館で導

入率２１．４％と前回の諮問時の平成２４年度の数値に比べ増えている状況で

す。 

次に「（４）図書館システムにかかる費用」は、システムに係る費用の軽減

が図れないとの課題は、直営であっても指定管理者制度を導入した場合であっ

ても現行システムを使用することを前提とした場合、コストの増減に関する問

題は発生しないものです。 

次に「（５）図書館システムの統一」は、仮に一部の図書館に指定管理者制

度が導入され、指定管理者が独自のシステムを導入した場合、１枚の利用券で

市内全部の図書館が使えなくなる等の懸念が生じるとありましたが、検討の結

果、平成２３年３月にシステムが統合され、１枚の利用券で市内どこでも利用

可能となり今後も４図書館等で同一システムを継続利用していくことを前提

にすることにより問題は生じないと考えています。 

次に「（６）図書館計画の推進」の進行管理についてです。本市の「子ども

読書活動推進計画」や「図書館サービス基本計画」の進行管理をどのように行

っていくかは、検討の結果、行政側の図書館担当職員が事業者に対し適切な指

導、緊密な連携を図ることにより、計画の進行管理が可能と考えています。 

最後に「（７）学校やボランティアとの連携」は、学校等の機関、ボランテ

ィア等との連携の維持に対する懸念ですが、検討の結果、必要に応じ図書館担

当職員が調整役として入ることで、連携を維持することは可能であると考えて



6 

 

います。 

議長（会長）  ありがとうございました。ただいま前回の答申で示された課題の検討という

ことで、課題が７点ございました。その７点の課題についての再検討というこ

とで議論してまいりましたとの説明がございましたけど、この点ご質問がござ

いましたら、承ります。 

横内委員 よろしいですか。 

議長（会長） どうぞ、横内委員。 

横内委員 ４ページ目の「（３）「図書館への指定管理者制度の導入状況」の現状の部分

なのですが、平成２４年度は全国の数値が記載されているのですが、平成２９

年度９月現在は埼玉県内の状況しか記載されていません。全国は載せないので

しょうか。 

議長（会長） いかがでしょうか。 

事務局（森岡係長） まだ２９年度の数値が確定しておりません。また２８年度も、数字が事務局

へ送られてきていない状況がございます。 

横内委員 わかりました。ありがとうございます。 

議長（会長） 

 

 こういったものは、２年ぐらい前までは、数字に現れるのでしょうが。新聞

の報道によると指定管理者制度の導入が２割くらいにはなっているというこ

とですね。 

他にございますか。今は、（３）にご質問いただきました。（４）、（５）、（６）、

（７）、いずれでも結構です。文言あるいは文脈の中等々何かございましたら、

質問承ります。 

及川副会長 よろしいですか。 

議長（会長） どうぞ。 

及川副会長 ２の全体を通してなのですが、「図書館担当職員」という言葉が出てきます。

これは第１回目でしたでしょうか、そのときにも出てきて、第２回目だったか

そのときにも図書館担当職員が調整等を行えばという話があったのですけど

も、視察に行かせていただいて、北本市と鴻巣市を見せていただいたときに、

鴻巣市は組織的で対応しているという感じを受けました。ところが北本市は、

担当職員が１人でした。そのためか、行政側の調整がうまくできているかどう

か懐疑的な印象を受けました。北本市は指定管理者の方が主体的になって動い

ているという感じを受けたのです。対等で行うのであれば、「図書館担当職員」

ではなくて、「図書館担当の組織」とか「図書館担当部署」というような表現

に変えられないかということを感じるのですが。 

議長（会長） そうですね。人、物、組織についての関わり方の表現によっての強弱、高低

等が違ってくるかもしれませんね。このことはいかがでしょうか。 
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事務局（森岡係長） 私達も実際仕事をするのは、組織として仕事をすると思っております。「担

当職員」にするか「教育委員会」にするのか「担当部署」にするのかで、悩ん

だ部分です。今のご意見を参考に検討したいと思います。 

議長（会長） そうですね。正式に導入になったときに、ここは注意しなくてはいけないか

と思います。この件に関して、何かございますか。河内館長、何かございます

か。 

事務局（河内館長） 特にございません。 

議長（会長） はい。他の方意見がございましたら。松本委員いかがですか。 

松本委員 確かに及川委員がおっしゃったようなところは、検討した方がよいと思いま

す。では、あと別件でいいですか。私が気になりお尋ねしたいのは、２番の「前

回の答申で示された課題の検討」の文章の一番最後のところに「市立図書館に

説明を求めました。」という表現です。３ページの２番、「図書館に説明を求め

る」これの回答が、５ページの上にも「市立図書館から説明がなされ」「市立

図書館の説明に対する」とあり、「市立図書館」というと、箱物のイメージが

あるので、箱に説明を求めたという印象を受けたものです。先ほども「行政」

だったり「担当者」だったり「教育委員会」だとかいろいろあると思うのです

けど、実際に答えたのは事務局だと思うのです。「図書館」に説明を求めて「図

書館」が受け、読んでいて違和感があったので、検討していただければ。 

議長（会長） 事務局いかがですか。「今回の諮問は」から入って「市立図書館に説明を求

めました」というところですね。 

事務局（森岡係長） 確かに、箱物が回答するような印象を与える可能性もあります。 

松本委員 そうですね。「図書館」に何を？と。協議会では私達が求めたら行政事務局

側が回答したので、文章でできるとそうなのかと思ったものですから、お尋ね

してみたかったものです。 

事務局（森岡係長） 表現について、検討します。 

議長（会長） では、この項についてもう一度検討してみてください。 

事務局（森岡係長） はい。 

議長（会長） この件についてよろしいですか。 

松本委員 もう１つよろしいですか。 

議長（会長） お願いします。 

松本委員 （２）の課題のところで、「図書館運営についての指定管理者制度の状況」

ですけど、制度の状況がその後「図書の流通、販売に係る業者や施設管理会社

などであり、図書館サービスの専門業者ではない。」ということですよね。こ

れは指定管理者のことを言っていますよね。だとすると「制度」をとって「指

定管理者の状況は」とすると、指定管理者は業者であったり、施設管理会社で

あったり、専門業者ではないということになる。制度の状況ではないと思いま
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す。後に続いてくるのは、指定管理者かどうなのかということを述べているの

で、「制度」はとってしまって「指定管理者の状況は」と続けてしまえばいい

のではないかと思って言ってみました。 

議長（会長） 事務局いかがですか。 

事務局（森岡係長） わかりました。ご指摘の点を踏まえ検討したいと思います。 

議長（会長） この件、太田館長何かありますか。 

事務局（太田館長） この件につきましても、表現の修正を検討させていただきたいと存じます。 

議長（会長） 表現について、文章に表すとニュアンスが異なってくる場合もありますの

で、なお一層熟慮してください。 

ここまでよろしいですか。７つの課題についての説明等がございまして、検

討事項が３点ばかり挙がりましたけれど、なければ次の３番に行きますがよろ

しいですか。 

委員 はい。 

議長（会長） 次の大きい３番「現在の市立図書館における主な課題」をお願いします。 

事務局（森岡係長） ５ページ「３ 現在の市立図書館における主な課題」でございます。課題と

して５点掲げています。 

はじめに「（１）開館日数の拡大と利用時間の延長」です。現在、県内４０

市の図書館開館日数は、平均３０２．５日であり、本市中央図書館の開館日数

は下から数えて３番目の状況です。また、利用時間についても平日、中央図書

館が９時間で、他の３図書館は８時間と統一されていない状況です。 

次に「（２）学校訪問事業の充実」です。現在久喜地区と、栗橋地区でのみ

行っており、菖蒲・鷲宮地区で実施できていない状況です。 

次に「（３）人口一人当たりの年間貸出冊数の拡大」です。計画として定め

た目標値に現在達していないこと。また、県平均以上の図書購入費を確保して

いるものの、県平均貸出冊数に達していないことです。 

次に「（４）司書の安定的確保」です。職員に占める司書の数が減少傾向に

あり、安定的確保が課題です。 

次に「（５）市立図書館利用者数の減少」です。自主事業数を増やしても参

加者数が減少傾向にあること。入館者数及び貸出冊数は、平成２７年度をピー

クに減少傾向にあることが課題です。 

議長（会長） はい、この３番は一番中心になるところですね。これらの問題が課題として、

解決が中々困難であるというような点から、かような事態にお話がいっている

ということでありまして、ここのところいかがでしょう。まず（１）の開館日

数の拡大と利用時間の延長、この点ご質問ございますか。確かに時間がそれぞ

れバラバラでしたね。ここは別によろしいですか。 

委員 （なし） 
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議長（会長） （２） の「学校訪問事業の充実」に関してはいかがでしょう。これもブック 

トークという久喜の一番の宝であり、また力になるものが、全小学校に行き渡

るのにはそうとうの時間も必要なことも出てきました。本当にこれは久喜の目

玉なのですが。（２）（３）いかがですか。これも前回協議していますが、文言

の修正や何かがありましたら質問してください。次に（４）の「司書の安定的

確保」、あるいは（５）「市立図書館利用者数の減少」という点、この（４）、（５）

はいかがでしょう。 

横内委員   よろしいですか。 

議長（会長） どうぞ。横内委員。 

横内委員  （５）の「市立図書館利用者数の減少」のところですが、文章というよりは、

入館者数というのは、どういった形で調べられているのかというのがわからな

かったので。 

議長（会長）  入館者数ですか。では事務局お願いします。 

事務局（森岡係長）  図書館に入っていただきますと、入口にゲートが立っています。そこで入館

者数のカウントをします。 

横内委員  そうですか。わかりました。ありがとうございます。 

議長（会長）  何時から稼働しているのですか。 

事務局（森岡係長）  朝、開館前にカウントする機械の電源を入れ、開館時間中ずっと電源が入っ

ております。開館してから閉館するまでの間という形です。 

横内委員  入ってくる方達だけで、出る方というのはどうしているのでしょうか。 

事務局（河内館長）  入るときにはカウントは入らないのです。入って出てというのが１カウント

になります。例えば同時に子ども達が並んで一緒に入っていただきますと、１

カウントになってしまうので、バラバラに入っていただきますと図書館として

はありがたいかなということになります。入って出てで１カウントになりま

す。 

及川副会長  県立久喜図書館も同じで、２回通れば１人とカウントします。 

議長（会長）  そうですか。ありがとうございます。他にございますか。柴崎委員、何かご

ざいますか。 

柴崎委員 前回なかったものがきれいにできたので、すごくわかりやすくて進み方もす

ごくていねいだなと、本当にいいと思います。 

議長（会長） ３番に関してはよろしいですか。では大きい項目の４番「課題解決に向けた

運営方式についての検討」ということで、事務局よろしくお願いします。 

事務局（森岡係長） 「4 課題解決に向けた運営方式についての検討」です。 

ここでは、図書館で考えられる３つの運営方式の内容について検討してござ

います。 

「（１）直営方式について」では、現状のままの職員体制や予算で継続した
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場合、サービスの向上を図っていくことは難しいと判断しました。 

「（２）窓口業務委託方式について」では、一定の職員数の削減は可能であ

るものの、大幅な人件費の削減及びサービスの向上にはつながらないことか

ら、費用対効果の面からも選びにくいとの結論に達しました。 

「（３）指定管理者制度の導入について」では、図書館に導入した場合のメ

リットの例を挙げ、それが本市の図書館にあてはまるのかの検討を行うととも

に、指定管理者制度を導入している鴻巣市立鴻巣中央図書館と北本市立中央図

書館の現状を視察し、検討を行った結果、「３」で掲げた市立図書館における

主な５つの課題について、解消もしくは縮小するのではないかとの結論に達し

ました。 

今、説明した（２）窓口業務委託方式についてなのですが、お示ししている

文章の４段目「大幅な人件費の削減」という言葉があるのですが、その後に「大

幅な人件費の削減及びサービスの向上」と「及びサービスの向上」という言葉

をつけ加えさせていただければと思います。また、最終行になりますが「費用

対効果の面からも選びにくい」という言葉を「導入は難しい」という表現に変

えさせていただければと思っております。いかがでしょうか。 

議長（会長）  そうですか。表現方法を変えたいということですが、いかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

委員  はい。 

議長（会長）  それでは、事務局今できますか。 

事務局（森岡係長）  皆さま方に了承いただければ、次回には訂正したものをお示ししたいと思い

ます。 

議長（会長）  ここでは直せないということですね。（２)の２行ですね。検討して修正した

いということですね。はい。わかりました。よろしいですか。直営と窓口業務

委託方式、それから指定管理者制度導入ということで説明がございました。こ

こまでのところ、事務局から説明がありましたように（２）の場合は、検討し

て修正を加えるということでございます。その他委員の方でご意見ございまし

たら承ります。表現方法あるいは誤字脱字等々がありましたらご指摘くださ

い。 

松本委員  では、よろしいですか。 

議長（会長）  どうぞ。 

松本委員  ８ページの下から５行目、３行目「視察研修」という文言が使われておりま

すが、９ページの上から４行目には「現地視察」になっておりますので、これ

を統一した方がよろしいかと思いますがいかがですか。 

事務局（森岡係長）  検討します。 

松本委員  あと、目次のところが「視察報告書」一番最後のページ「別紙 視察報告書」
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となっているのですが、単純な「視察」でいいのかと思いますがいかがでしょ

うか。文言を揃えるならば「視察」で統一してしまった方が読みやすかったも

のですから、いかがでしょうか。 

議長（会長）  事務局、今の件について了解しましたか。 

事務局（森岡係長）  かしこまりました。 

議長（会長）  いいですか。 

事務局（森岡係長）  はい。 

議長（会長）  委員の方いかがでしょう。 

及川副会長  「研修」ではないですよね。 

議長（副会長）  現地視察でしょうか。視察報告書でしょうか。 

松本委員  ８ページの「研修」を取るということですよね。そして９ページはそのまま

「現地視察」でね。 

事務局（森岡係長） すみません。 

議長（会長） はい、どうぞ。 

事務局（森岡係長） 全部「視察」という言葉で統一させていただくということでいかがでしょう

か。 

議長（会長） 「視察」という言葉で全部統一するということですね。今の件も８ページの

件も、「視察」ですね。いかがでしょう、皆さん。 

事務局（森岡係長）  今委員からお話がありました１ページの一番下の別紙のところは「視察報

告」とさせていただいて８ページの下から３段目「視察研修を踏まえて」とい

うところは「視察」に、下から５行目も同様にしたいと思います。 

議長（会長）  ５行目の「視察研修」の「研修」を取ってください。 

事務局（森岡係長）  そして９ページの５の文章の２行目「●回の会議と１回の現地視察」という

言葉を「視察」という言葉に変えます。それでよろしいでしょうか。 

議長（会長）  そうすれば「視察」でまとまりますね。 

事務局（森岡係長）  あと、１０ページですが、委員の名簿がございまして、その下に日程・会場・

協議の内容がある中でも「視察研修」という言葉を使っておりますので、これ

を「視察」という言葉に変えます。 

議長（会長）  これも「研修」を省いて、「視察」で統一するということですね。９ページ

も同じくですね。松本委員、いかがですか。よろしいですか。 

松本委員  結構です。 

議長（会長）  ありがとうございました。ここ、大きい４番はよろしいですか。いくつか修

正点がございました。後ほど修正の文言を提示するということです。以上ここ

までよろしいですか。それでは５番に移りますが。よろしいですか、４番まで。 

委員  はい。 
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議長（会長）  では、５「久喜市立図書館の今後の運営について（まとめ）」についてお願

いします。 

事務局（森岡係長） ９ページの「５ 久喜市立図書館の今後の運営について（まとめ）」です。

主な内容として、前回の答申の内容とその後の対応状況を確認したこと。現在

の市立図書館が課題とする５つの課題の解決を図るため直営方式、窓口業務委

託方式、指定管理者制度の導入の検討をして、直営方式及び窓口業務委託方式

では課題の解消が難しいとの結論に達したこと。そのため、指定管理者制度の

導入を検討することとなったこと。また、指定管理者制度の導入は、前回の答

申で導入見送りとなった課題が解決できていることを確認のうえ、指定管理者

制度を導入している図書館の視察を通し、サービス内容や市民の反応等も良好

であったことが確認できたことを述べ、本協議会では、これらのことを総合的

に判断し、今後市立図書館の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。」との結論に至ったものでございます。 

なお、公立図書館のあり方については、市民の間にもさまざまな考え方があ

ることから、指定管理者制度を導入した場合、必要に応じて第三者機関におい

て協議する場を確保することを望む旨、結論の後に付記しております。 

また、別紙で添付いたしました鴻巣市と北本市の視察報告書ですが、1 ペー

ジに指定管理導入年月日を追加記載させていただければと考えております。 

また、別紙の２ページですが、例えば北本市で「①指定管理者制度導入前か

ら働いていた職員の再雇用について」、現在４人働いています。その次、「指定

管理者制度導入前は５年間ほど窓口業務委託をしていた。決められた仕事のみ

で現在は自分で企画をして事業を行うため非常にやりがいを感じて仕事をし

ている」という表記を、この部分は、臨時職員の再雇用のところとは違うかと

思われます。こちらを②の「直営と指定管理者制度導入後の変化」というとこ

ろに移したいと思っております。また、もう少し言葉の表現や内容等を訂正し

たいと思っているところでございます。次回までに修正させていただければと

思います。 

議長（会長）  ただ今の説明の大きい項目の５番、「久喜市立図書館の今後の運営について

（まとめ）」について、お話しいただきました。課題解決等々が中々難しいと

いうところから、最終的に指定管理者制度の導入を図ることも方向としては仕

方ないだろうという結論に至ったというような文言が綴ってあります。それ

と、視察の中身がここに挙げられております。①と②を修正したいということ

でございます。ご質問ございますか。 

松本委員  すみません、よろしいですか。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

松本委員  文言に関することで申し訳ないのですが、９ページ下から１３行目「指定管
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理者制度を導入している図書館サービス内容や市民の対応」というところにつ

いてですが、これ「図書館の」とした方が読みやすいと思うのです。「図書館

のサービス内容や市民の反応等について」ではないかと思います。併せて下に

２行下がったところで「また併せて」の「て」が抜けているのではないでしょ

うか。 

議長（会長）  そうですね。 

事務局（森岡係長）  すみません。 

松本委員  最後に、これはどうかと思ったのですが、上から３行目「平成２５年度に諮

問された「久喜市立図書館の指定管理者制度の導入について」では、前回の諮

問は」となっているのですが、これはおかしいのではないでしょうか。つなが

っていないですよね。「諮問された」を取ってしまって、「平成２５年度の諮問

は」とか「平成２５年度前回の諮問は」でよろしいのかと思ったのですが、い

かがでしょう。 

議長（会長）  少しくどいので、もう少しコンパクトにしてはいかがでしょうか。 

事務局（森岡係長）  検討します。 

議長（会長）  そうですね。検討して下さい。 

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  私も文言の関係なのですが、２段落目の一番最後の行ですが、「指定管理者

制度の検討をすることになりました。」という文言があるのですが、その２つ

めにも「指定管理者制度の検討をしました」とあります。ここも重複していま

した。２段落目と３段落目はつながっていると思いますので、２段落目の最後

を「指定管理者制度の導入を検討することになりました。」と「導入」という

言葉を入れたらどうかと思いました。そうすると３段落目の「指定管理者制度

の導入にあたっては」に続くのではないかと思った次第です。 

議長（会長）  いかがでしょう、今の点は。 

事務局（森岡係長）  はい。承知いたしました。 

議長（会長）  ありがとうございます。ここもひとつ修正検討して下さい。他にございます

か。 

 大きい５番については、文言の修正等が何箇所かございますね。あとは視察

のＡ３サイズの用紙のところ、これも検討していただくということで、何かご

ざいますか。事務局も何かありますか。 

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  図書館に携わっている者として、この文言を入れていいのかというのはある

のですが、もし入れられたらいれていただきたいというのがありまして、それ
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は「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」です。それをこの文言の中のど

こかに入れていただければと思ったのです。例えば、下から６行目に「なお」

がありますね。２行目に「指定管理者の導入した場合の次に図書館の設置及び

運営上の望ましい基準を参考にしつつ」とか、「協議した場合に図書館の設置

及び運営上の望ましい基準を参考にしてというような言葉が入ればよいので

はないでしょうか。 

議長（会長）  はい、ただ今、及川副会長より図書館の設置及び基準についてというものが

あるので、そのことを記述したら良いのではないかとの意見がありましたが。 

及川副会長  何を基準にして協議するのかというのが見えてくると思いまして。 

議長（会長）  事案に対する文部科学省の基準があるとの事ですね。いかがでしょうか。 

事務局（森岡係長）  付け加えさせていただきたいと思います。 

議長（会長）  及川副会長の経験の一端を活用でき、ありがとうございます。他にございま

すか。 

委員  （意見なし） 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一応文言等の修正はここで終わりになりますけど、よろしいですか。ひとつ

だけ私の方から指定管理についての再認識を伝えさせていただきますが、直営

から指定管理に変わるということで、民営化という表現をする方がいますが、

間違っているとは言えないものの、若干扇動的な表現という感じがします。一

般に民営化とは、国鉄がＪＲになり、さらには総務省の郵政事業これが日本郵

便になったといったことをイメージするかと思いますが、指定管理は、管理を

民間企業に代行させる行政処分ということですので、今回仮に本市図書館が指

定管理になったからといって管理する職員が若干変わったとしても厳然とし

て久喜市立図書館であることには変わりません。決して名前が変わるとかそう

いうことではないです。一般的に民間会社をイメージしがちですか、期限を区

切っての管理ですので、錯覚しやすいかと思います。加えて管理運営を代行す

る事が出来るのは、民間企業だけでなく、NPO 法人も可能であり、法律上は個

人でなければ指定管理者になることが出来ます。それぞれの募集要項で要件が

変わってきます。 

 これまでのところ、ご意見等をいただきありがとうございました。 

 ただいまの件１番から５番まで委員の皆さんからのご意見を伺いました。修

正すること、検討すること等がございました。今日改めて資料をもらったとい

う方もいらっしゃるようですので、気がついたことがありましたら、事務局に

ご連絡いただければと思います。よろしいですか。 

委員 はい。 
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議長（会長） それでは、これまでの件については、終了いたします。ありがとうございま

した。 

 この後、資料３、子ども図書館の運営方式についての説明を事務局からお願

いいたします。 

事務局（森岡係長） それでは、説明させていただきます。 

第１回の図書館協議会におきまして（仮称）子ども図書館の基本コンセプト

等をお示しし、ご審議頂いたところでございますが、子ども図書館の運営につ

きましても、今回諮問いたしました「久喜市立図書館の今後の運営について」

ひとつの要素に該当致しますことから、追加という形になりますが、ご審議を

お願いするものです。 

ここで資料３を基に、改めて、（仮称）子ども図書館につきましてご説明さ

せていただきます。 

（仮称）子ども図書館は、平成３２年度に東京理科大学久喜キャンパス跡地

に設置予定でございます。子ども図書館は、県内でも数が少なく、飯能市、深

谷市、北本市についで県内４番目となる子ども図書館であります。 

資料３をご覧ください。１「（仮称）子ども図書館の基本コンセプト等につ

いて」です。 

 本市では、「子ども読書活動推進計画（平成２８年度～平成３２年度）」を策

定し、「久喜市のすべての子どもたちに読書の喜びを」を基本理念としていま

す。また、（仮称）子ども図書館では、第一回目の本協議会においてお示しし

たとおり基本理念については、「親子に本を通して幸せな時間を」、 

基本目標につきましては、 

①すべての子どもと子どもにかかわる人たちが一緒に読む幸せが分かち合え

る図書館をめざします 

②乳幼児、家族が一緒に気兼ねなく過ごせる図書館をめざします 

③本に触れ豊かな時を過ごしながら成長できる幸せな図書館をめざします 

④たくさんの本との出合いを経験できる図書館をめざします 

⑤リラックスしながら本と向き合える図書館をめざします 

としています。 

２「（仮称）子ども図書館の施設概要」です。 

・鉄筋コンクリート２階建て 床面積１００４．８５㎡ 

（1階 568.26㎡、2階 436.59㎡、２階には吹きぬけ部分有） 

・将来的な蔵書数は、児童書を中心に約 41,000冊を見込んでいます。（１階部

分は 25,000冊） 

子ども図書館は、大学図書館として利用されていたものを転用するため子ど

も向けに改修予定で、高さのある書棚は低い書棚に全面的に取り替える予定で
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す。 

また、１階床部分は一部床暖房を新たに設け、靴を脱いで寛げるコーナーを

２箇所設置し、１箇所は自由に本を選んで読める広いコーナーとし、もう１箇

所は絵本等の読み聞かせをする少人数を対象としたコーナーを設置したいと

考えております。 

 ２階へ続く階段は、幼児の危険防止のため、簡単なロック付のゲートを設け

る予定です。また、２階部分は、年齢が上の子どもたちが資料の閲覧や学習す

るスペース、保護者や子ども向けのイベント等にも有効活用が図れるスペース

を考えていす。 

３「（仮称）子ども図書館の機能・特色について」でございます。 

（仮称）子ども図書館では、次の（１）から（３）の機能を中心に事業運営

を考えています。 

（１）児童サービスを担う中核施設 

（２）学校訪問事業の充実を図るための施設 

（３）指定管理者制度が導入された場合の進行管理及び指導を担う施設 

として考えております。 

「（１）児童サービスを担う中核施設」は、県内でも現在策定している自治

体が少ない「子ども読書活動推進計画」を策定し、また、さまざまな児童サー

ビスを実施しており、子どもの読書活動推進に力を入れてきた経緯がございま

す。そのため、児童サービスに特化した（仮称）子ども図書館が、市立図書館

における児童サービスの中核施設としての機能を有することが必要と考えて

います。さらに、同じ敷地に出来る子育て支援センター、児童館、（仮称）教

育センター、（仮称）生涯学習センターとの連携も考えられ、これが本市子ど

も図書館の特色となると考えています。 

「（２）学校訪問事業の充実を図るための施設」は、市立図書館では、合併

前から現在に至るまで小学校等を対象に学校訪問事業を行い、おはなし会及び

ブックトーク事業を実施してきました。このことは、子どもたちの読書や図書

館への興味のきっかけ作りとして大きな成果を収めており、市立図書館の特色

にもなっております。そのため、全地区への学校訪問おはなし会・ブックトー

クの拡大を推進するための中核施設として考えたいと存じます。 

「（３）指定管理者制度が導入された場合の進行管理及び指導を担う施設」

は、指定管理者制度が導入された場合、進行管理及び指導を行う図書館担当職

員の配置が必要であるとの考え方は、答申書の素案の中でも申し述べたところ

でございますが、その職員を子ども図書館に配置することが適当と考えている

ところです。 

４「（仮称）子ども図書館の運営方式について」です。 
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 本市における子ども図書館は、乳幼児から小学生までを中心とした子ども及

びその保護者等を主な利用対象者とした図書館と考えています。また、同じ敷

地内に子育て支援センター、児童館、（仮称）教育センター、（仮称）生涯学習

センター等も併設されることから、これらの施設との連携も期待されるところ

です。 

この子ども図書館は、「親子に本を通して幸せな時間を」を基本コンセプト

として計画が進行しており、今後市立図書館における児童サービス提供の中核

施設として活用を考えています。 

 また、市立図書館では、従来から、学校訪問おはなし会・ブックトークを行

うなど学校訪問事業に取り組んでおり、児童サービスに力を注いできており、

そのことが本市立図書館の特色のひとつとなっています。こうしたことから、

学校訪問事業を子ども図書館の主要事業として位置づけ、市内全域への普及を

推進する中核施設として考えています。 

 まずは、こうした子ども図書館運営のノウハウを市が直接運営することで、

蓄積し市が目指す児童サービスを確立することが必要であると考えています。 

 さらに、現在の市内４図書館に指定管理者制度が導入された場合、進行管理

のための図書館担当職員が必要であると考えていることなどを総合的に検討

した結果、本市の子ども図書館は、開設後当面の期間、市職員（司書）による

運営が望ましいと考えているところでございます。 

 以上、「（仮称）子ども図書館の運営方式について」でございます。宜しくご

審議の程をお願いします。 

議長（会長）  ありがとうございました。ただいま（仮称）子ども図書館の運営方式につい

て、青写真があるわけではないのですが、資料を載せていただいたわけですが、

このことについてご質問・ご意見等ありましたら承ります。いかがでしょう。

県内４番目の（仮称）子ども図書館ということですね。 

及川副会長  よろしいですか。何点かあります。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

及川副会長  ３番の「子ども図書館の機能の特色」の中の（２）と（３）との関連なので

すが、久喜市の小中学校は数が多いかと思うのですが、子ども図書館だけでそ

の充実を図るというのは、中々難しいのではないかというのが私の感想です。

そうすると子ども図書館の事業と指定管理者制度が入った場合の各市立図書

館との連携というのはどういうことを想定しているのでしょうか。 

議長（会長）  子ども図書館は直営でやるということになっていますね。 

及川副会長  そうですね。今の説明ですと、学校訪問事業の充実を図るための施設と書い

てあって、今まで各図書館でやっている学校支援事業を全部集約するのではな

いのかという印象を受けたのですね。そうすると、学校に関する全部の事業を
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子ども図書館でやるのではないかと受け取りました。１館だけで市内小中学校

の訪問事業を行うには無理があるのではないか、行うとしたら相当な司書の人

数が必要であると思います。それだけの積算をして、これを打ち出しているの

かどうかということです。 

議長（会長）  そうですか。いかがでしょう。 

事務局（森岡係長）  子ども図書館で拡大推進を図ることを考えておりますが、現在学校訪問おは

なし会・ブックトークは市内の全地域に行けておりません。これをぜひとも全

地域に広げていきたいという考えでおります。そのための中核の施設として考

えておりますので、子どもを対象とした児童サービス全てを子ども図書館で行

うという想定ではありません。 

及川副会長  よろしいでしょうか。 

議長（会長）  はい、どうぞ。 

及川副会長  その説明であれば、先ほども申し上げたように、子ども図書館と指定管理者

制度が導入された場合の各図書館との連携はどうするのでしょうか、という質

問に移るのですけど。 

丸山委員 はい。 

議長（会長）  はい、丸山委員、お願いします。 

丸山委員  子ども図書館ということで、この前コンセプトを説明しましたよね。はっき

り言うとこの簡単なコンセプトで今回市立図書館との関係などが見えてこな

いのです。前と同じですよ。見えてこない。何度考えたってそのことについて

どうですかと言われても、前と同じで提案するだけで姿が見えないのです。だ

からこれだけで、提案しているところを見ると子ども図書館の場所もあるか

ら、指定管理者に移行した場合の役所関係の責任者のような、担当窓口は、子

ども図書館のためだけに置くのかと思ったらそうでなくて、そこは直営でやる

のだと、そして学校に通ってブックトークをやるのだと、そうであれば私の思

っていたのとは違って、指定管理者に移行した場合は、関係の部署を生涯学習

課に置くのか、その方がいいのではないか。この前の提案が項目だけ挙げたの

と同じでこれも根幹だけで内容が挙げてあったって、簡単なもので、それにつ

いてこのように聞かれても姿が見えてこないのですよ。 

議長（会長）  これだけでは中々連携が見えてこないということですけれど、これはどうし

ましょう。ただ、当面の期間直営方式で運営するということに関して、これを

答申書に載せるという点ではご異議ございませんでしょうか。よろしいです

か。 

委員  （異議なし） 

議長（会長）  はい、ありがとうございます。この件に関しては、まだ青写真も何も見えて

こないので、もう少しそれらのものが見えてきたら、具体的に意見も出てくる
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だろうと思いますけど。 

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）  既存の図書館との連携ということで、補足したいと思います。子ども図書館

は子ども図書館単体で活動するわけではありません。既存の４館につきまして

もそれぞれの図書館が、やはり同じ市内にある図書館として、連携をしながら

活動していかないと図書館サービスの向上にはならないと思っております。既

存の４館の児童サービスにつきましては、各地区に１つずつ図書館があります

ので、その地区に根ざした活動を残していきたいと思います。 

 まず、子ども図書館の利用者につきましては、子ども読書活動推進計画の中

では子どもたちをライフステージごとの年齢で分けております。乳幼児期の０

歳から３歳、幼児期の３歳から６歳、学童期の６歳から１２歳という形です。

この中の乳幼児期、幼児期、学童期のお子さんを子ども図書館の主な利用対象

者として考えております。これは県内にあります子ども図書館と同じような利

用者でございます。それにプラスして保護者の方を主な利用対象者としている

ので、それ以外の子どもたちは、どこで図書館サービスを受けるのかというこ

とになってしまいます。既存の図書館もしくは子ども図書館でも利用ができま

すということで、それぞれがお互いに連携し合いながら「久喜市子ども読書活

動推進計画」に載っているおおむね１８歳までが子ども読書活動推進計画の対

象年齢になりますので、その方達のサービスを担っていく形になります。その

連携の方法につきましては、今後ソフト面の検討で考えるという形になります

が、いずれに致しましても久喜市における子どもの読書活動の拠点を子ども図

書館に置きたいと考えております。その中で中心の１つになるのが、学校図書

館に対するサービスではないかと考えております。具体的に学校訪問事業を含

め学校との連携を図るため、どのような方法で実践していくかについては、今

後の検討課題になると思います。今後５館となる図書館が、それぞれ独立して

活動するのではなく、密接に連携を図りながら久喜市の図書館サービスを支え

ていき、子ども向け、児童向けのサービスに関しては、子ども図書館が中心と

なって推進していく形で考えたいと存じます。内容につきましては、これから

検討してまいりたいと思います。 

議長（会長）  丸山委員、いかがですか。 

丸山委員  こう言っていただければ、わかりますよね。 

及川副会長  大きな方針を示していただければわかります。 

丸山委員  今の話を聞けばわかります。前の話とは全然違ってわかってきますね。 

議長（会長）  これからの読書サービスの基本計画等々が相当難しくなりますよね。検討事

項に値しますね。よろしいですか。貴重なご意見ありがとうございました。他
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にございますか。これから夢の膨らむようなことで楽しみもあり、基本計画も

練らなくてはいけないから大変ですけど、もう一度繰り返します。子ども図書

館は開設からしばらくの期間は直営方式で運営していくことが望ましいとい

うことを答申書に追加するということ、このことについて異議はないですか。 

委員  （異議なし） 

議長（会長）  はい、ありがとうございました。それでは、子ども図書館については、当面

の期間直営方式で運営することが望ましいということを答申書に掲載するこ

とについて了承いたします。 

 素案の検討から入り、修正案等々をいただき、第２議題として（仮称）子ど

も図書館の運営方法についてということでお話をいただきました。ご意見いた

だきありがとうございました。 

 それでは、最後に議題の（２）「その他」ですね。事務局より説明をお願い

します。 

事務局（森岡係長）  次回の図書館協議会の日程についてですが、次回は、皆さま方からいただき

ました修正案等を答申書に反映させていただきまして、改めて皆さま方に提示

させていただきたいと思っております。 

 そこで、次回の開催ですが、１１月の２０日月曜日の週はいかがでしょうか。

２１、２２あたりで、皆さまいかがでしょうか。 

  （日程について協議） 

議長（会長）  次回は１１月２０日月曜日の午前１０時からですね。 

 他にご意見ございますか。なければ本日の議題は全て終了いたしますので、

議事進行を事務局にお返しします。ご協力ありがとうございました。 

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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