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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６回久喜市立図書館協議会 

開催年月日 平成２９年１１月２０日（月） 

開始・終了時刻 午前１０時００分から午後０時１７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・塚越要 

丸山洋一・野原正子・柴崎行雄 

欠席委員（者）氏名 松本秀樹・山中今日子 

説明者の職氏名 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 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 

   ・久喜市立図書館の今後の運営について（答申）の（案）について 

（２） その他 

４ 閉会 

配布資料 平成２９年度第６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）」（案） 

２ 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 

  （平成２４年１２月１９日文部科学省告示第１７２号） 

会議の公開又は非公開 公開 

傍聴人数 １人 
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様式第２号（第５条関係） 

 

発言者 会議のてん末・概要 

司会（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）」（案） 

資料２「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 

   （平成２９年１２月１９日文部科学省告示第１７２号） 

 

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６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あげます。 

 それでは、開会にあたりまして、塩崎会長ご挨拶をお願いいたします。 

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。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。又、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、野原委員と柴崎委員

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） 皆さま、こんにちは。中央図書館の森岡です。 

 それでは、前回の協議会でお示ししました答申の素案につきまして、訂正及

び表現を変更した箇所を中心に説明させていただきます。 

 資料１の表紙をご覧ください。 

前回、第５回目の協議会で（素案）という形で委員の皆さまに提示いたしま

したが、ご意見をいただき、皆さまに改めて提示させていただいておりますこ

とから、表紙の「（素案）」を「（案）」にさせていただきました。 

１ページの目次をご覧ください。「２の前回の答申で示された課題の検討の

（３）図書館への指定管理者制度の導入状況（市のみの数値）」の標記を検討し

た結果、「（３）図書館への指定管理者制度の導入状況（市の状況）」に改めまし

た。 

また、５が、久喜市立図書館の今後の運営について（まとめ）となっており

ましたが、この５に「（仮称）子ども図書館の運営方式と既存の市立図書館との

連携について」を追加しました。このことには、前回協議いただきました内容

を答申書に記載するにあたり検討し、最後のまとめの前に記載することが適当

との事務局の判断から５として加えたものです。 

従いまして、前回答申書素案でお示しした「５ 久喜市立図書館の今後の運

営について（まとめ）」は、「６」に繰り下げをいたしました。また、一番下の

別紙「公立図書館における指定管理者制度導入状況についての視察報告書」で

前回の検討結果を踏まえ、最後の「書」を取って「報告」としております。 

なお、目次にはページ数を記載しておりません。これは、訂正後、行数が変

化しその関係で今回の答申書案のページが変わる可能性もあり、最終的な答申

書のページが確定できませんことから空欄としたものです。続きまして、３ペ

ージをご覧ください。「２ 前回の答申で示された課題の検討」で、２段落目の

最終行の「ついて、市立図書館に説明を求めました」を検討した結果、「ついて、

館長に説明を求めました」と改めました。この部分は、館長が協議会に対し、

諮問していることから、説明者は「館長」が適当であると考え、訂正したもの

です。 

同じく３ページの「（１）図書館運営の継続性 課題の再検討」で１行目、３

行目の「図書館担当職員」は、「図書館担当部署」とし、組織として対応するこ

とが判るように改めました。以下「担当職員」については、「担当部署」として

ございます。次の「（２）図書館の公共性 課題」の１行目、「指定管理者制度」

を文脈の内容から「指定管理者」として「制度」を削除しました。「（２）図書

館の公共性 課題の再検討」での１行目の「１０年以上図書館運営」の前に「指

定管理者の中には」を追加致しました。 

 次に「（３）図書館への指定管理者制度の導入状況」の箇所につきましては、
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「（市のみの数値）」を「（市の状況）」と記載を改めました。 

４ページをご覧ください。前のページからの続きで（３）図書館への指定管

理者制度の導入状況です。「現状」の２行目の「２１０館で」の前に 

「２，５７２館中」と追記し、３行目の「８．２％」の前に「導入率は、」を

４行目に、「１４８館中」と「、導入率は」をそれぞれ追記しました。５行目に

「平成２７年度は、全国７９０市中１４２市で、導入率は１８．０％、導入館

数は２５９０館中、３０４館で１１．７％であった」を追記しています。 

ここで、大変申し訳ありませんが、さらに追記をしたい部分がございます。

平成２７年度の県内の数値でございます。「埼玉県内は、４０市中１１市で導入

率は２７．５％、導入館は１５１館中２７館で１７．９％であった。」を追記し

たいのですがよろしいでしょうか。 

議長（会長） 

 

 

はい。ここまでのところ、いろいろ追記がありましたが、理解できましたで

しょうか。よろしいですか。 

もう一度読んで確認をしたいと思います。 

事務局（森岡係長） はい。もう一度読み上げます。 

「埼玉県内は、４０市中１１市で導入率は２７．５％、導入館は１５１館中 

２７館で１７．９％であった」となります。 

議長（会長） 今のところ埼玉県の追記よろしいですか。 

委員 異議なし。 

横内委員 

 

 

抜けているのか確認をしたいのですが、３ページ（２）の図書館の公共性の

ところの２行目、図書館サービスのところ図書館のサービスと「の」が入った

かどうか確認したいのですが。 

事務局（森岡係長） 

 

 

はい。ここの所は、図書館サービスという一つの言葉として捕らえておりま

す。「図書館のサービス」と「図書館サービス」という言葉を分けて使いたいと

考えておりまして、検討した結果、この場所は、図書館サービスという言葉で

使いたいのですが、いかがでしょうか。 

議長（会長） 横内さんよろしいですか。 

横内委員 はい。 

議長（会長） それでは、次お願いします。 
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事務局（森岡係長） 

 

 

 

 

 

また、※１出典に『日本図書館協会「図書館における指定管理者制度の導入

について２０１６年調査（報告）」』と※２出典に『埼玉県図書館協会「平成２

６年度指定管理者制度の導入検討に関する調査結果」』を追記しています。 

ここで、先程の数値を追記したことによりまして、※２の部分ですが、「平成

２６年度」とあるところを「平成２６・２７年度」と改めたいのですが、よろ

しいでしょうか。 

議長（会長） 

 

埼玉県の情報を追記した後に、平成２９年９月現在の前に、「なお」という言

葉をいれるとかはどうでしょうか。 

事務局（森岡係長） そのように追記させていただきたいと存じますが、皆さまいかがでしょう

か。 

委員 異議なし。 

議長（会長） 他はいかがでしょうか。 

柴崎委員 

 

 

 

ここの現状のところだけ文書で表記していますが、他の箇所は表になってい

る箇所もあります。何か意図でもあるのでしょうか。見ていただける方には、

表のほうが見やすいかと、ただ単にそう思っただけで、何か意図があるのなら

それでよいのですが。 

事務局（森岡係長） 

 

意図はございません。前回の答申のときに、同じような表記がされていたの

で、それに習ったものでございます。表にしたほうがよいのであれば、そのよ

うにいたしますが、いかがでしょうか？ 

議長（会長） 

 

 

皆さんどうでしょうか。このままの標記でも不都合さは感じませんが、赤字

の記述で記載されている部分が目に付きやすいので、錯覚を覚える感じがいた

します。 

奈良さんいかがですか。 

奈良委員 

 

私は、これでいいかなと思います。ただ比べているわけではないので、わか

ると思います。 

議長（会長） 

 

私も参考であるので、これでいいと思います。いかがでしょうか。よろしい

ですか。 

委員 異議なし。 

議長（会長） それでは次お願いします。 

事務局（森岡係長） 

 

 

出典２の『平成２６年度指定管理者制度の導入検討に関する調査結果』を追

記しましたが、平成２７年度の数値をいれたので、平成２６・２７年度と改め

たいと思いますがいかがでしょうか。 

議長（会長） 皆さん、よろしいでしょうか。 

委員  異議なし 
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議長（会長）  それでは、ここまでの修正はよろしいでしょうか。 

 次に進みます。 

事務局（森岡係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次（５）図書館システムの統一で「課題」の２行目に二箇所ですが、「一枚」、

「一回」の「一」を漢数字から算用数字に修正しました。次の「課題の再検討」

の最終行の「一枚」も同様です。 

５ページをご覧ください。先ほどの続きになります「課題の再検討」の１行

目をわかりやすくするために「継続使用して」を削除しました。 

次に「（６）図書館計画の推進 課題の再検討」で２行目の「進行管理が」を

「進行管理は」と改めました。 

５ページの中央あたりの「このような説明が市立図書館からなされ、本協議

会として市立図書館の説明に」との部分で、２箇所の「市立図書館」を「館長」

に改めました。 

 また、５ページの「３ 現在の市立図書館における主な課題」の「（１）開館

日数の拡大と利用時間の延長」で今までは平成２７年度のデータを記載してお

りましたが、最新の数値である平成２８年度の開館日数に変更致しました。 

「３０２．５日を３０１．９日」に、「平成２７年度を平成２８年度」に、 

「３４７」を「３４５」に、「２７８」を「２７７」に、「最小に近い」を「最

小の」にそれぞれ変更しています。 

また、６行目の「提供時間にばらつきがあります」を「提供時間が不統一と

なっています」と表現を変更しています。 

 ６ページの表１で表題「平成２７年度」を「平成２８年度」に変更し、春日

部市の開館日数を「３４７」から「３４５」に、北本市の開館日数を「３４５」

から「３４４」に、「鴻巣市」を「東松山市」に、「久喜市 ２８１」を 

「熊谷市 ２８６」に、「本庄市 ２８０」を「久喜市 ２７７」に、蓮田市の

開館日数の「２７８」を「２７７」に改め、出典も「埼玉の公立図書館」を 

「平成２９年度 埼玉の公立図書館」と加筆しています。また、本市が２７７

日と少ない開館日数の説明を追加しています。 

 また、表２の表題中、「開館時刻」を「開館時間」に改めました。 

６ページまでは以上です。 

議長（会長）  今までのところどうでしょうか。 

横内委員 

 

５ページ開館日数の拡大と延長の下から３行目の開館時刻を開館時間に直

したらいいのではないでしょうか。 

事務局（太田館長） 

 

時刻の件ですが、辞書を引きますと例えば、時刻は、午前１０時に開館しま

すといったピンポイントで示す場合に使用し、何時間開館していますと言った

場合は時間とのことです。このようなことから、開館時刻はピンポイントで示
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していますので、これでよいと考えているところでございます。 

議長（会長） 横内委員よろしいですか。 

横内委員 はい。 

議長（会長） よろしいですね。次にいきます。 

事務局（森岡係長） 

 

 

 

８ページをご覧ください。「（２）窓口業務委託方式について」で、４行目の

「大幅な人件費の削減」の後に「及びサービスの向上」を加え、さらに５行目

の「選びにくい」を「大きな成果を得ることは難しい」と改めました。よろし

いでしょうか。 

議長（会長） はい、よろしいですね、次にいきましょう。 

丸山委員 

 

７ページ、表に職員数がありますよね。２９年度の図書館要覧では、人員の

数について 4月 1日現在とあり、２８年度は何も書いてない、４月なのか、５

月なのか確認したほうがよいのではないでしょうか。 

事務局（森岡係長） 

 

こちらの出典もとが、各年度埼玉の公立図書館からの引用になっています。

ここに改めて表３と同じようにいたします。 

丸山委員 

 

８ページ６行目３つという数字が漢数字の三になっているが、算用数字の３

か確認してください。 

事務局（太田館長） 

 

項目で１つ２つといった場合、漢数字に統一しているので、ここは漢数字の

三にしたいと存じます。 

議長（会長） ここまでいいですね。それでは次、お願いします。 

事務局（森岡係長） 

 

９ページをご覧ください。「協議会では、」から始まるところの４行目の「視

察研修」を「視察」、「参考資料」を「別紙」、５行目の「視察報告書」を「視察

報告」、６行目の「視察研修」を「視察」に改めました。 

議長（会長） ９ページの説明がありました。何かご意見ありますか。 

及川委員 

 

答申（案）の８ページの（３）指定管理者制度の導入についての項目で、「図

書館での一般的なメリットについて、本市の図書館にあてはまるかの検討を行

いました。」とありますが、検討した結果がないように思います 

議長（会長）  ８ページの（３）の件についての質問ですが、ご意見いかがですか。 

及川委員 

 

このようなのはいかがでしょうか。次の「開催日の増加が図られる」等の表

記との関係から、下から５行目のところを、「そこで、協議会では指定管理者制

度を市立図書館に導入した場合を検討し、次のような一般的なメリットを図る

ことができると考えました。」としてはどうでしょうか。 

一般的という言葉を入れると、くどいでしょうか。記入しなくてもいいのか

なと感じますがどうでしょうか。 

議長（会長） そうですね一般的はいらないですね。 
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事務局（森岡係長） わかりました。「次のようなメリットを図ることができる。」とさせていただ

きたいと存じます。 

議長（会長） そうですね。では次、よろしいですか。 

事務局（森岡係長） 

 

 

９ページ「５（仮称）子ども図書館の運営方法と既存の市立図書館との連携」

については、前回ご審議いただいた内容を文章にまとめたものを追記したもの

でございます。以下、内容を朗読させていただきます。 

「５  (仮称)子ども図書館の運営方式と既存の市立図書館との連携について 

本協議会では、平成３２年度に開設予定の「（仮称）子ども図書館」（以下「子

ども図書館」という。）も検討対象施設となることから、その運営方式について

協議しました。 

市立図書館では、平成２８年３月に策定した「子ども読書活動推進計画」に

基づき、乳幼児や児童を対象とした事業に取り組み、家庭・地域・学校等にお

ける子ども読書活動を推進しています。 

子ども図書館は、この計画に基づき主に乳幼児や児童及びその保護者等を対

象に児童サービスを提供する中核施設として、活用されることが期待されま

す。 

さらに、敷地内には、（仮称）久喜西児童館・子育て支援センター、（仮称）

生涯学習センター、（仮称）教育センター等も併設される予定であることから、

これらの施設と連携した独自の事業展開も検討されており、本市の子ども図書

館の特色になるものと考えられます。 

また、既存の市立図書館と子ども図書館との役割分担については、既存の市

立図書館に指定管理者制度が導入された場合においても、既存の市立図書館で

は、これまでと同様に各地域に根ざした児童サービスを行い、子ども図書館は、

児童サービスの中核を担う施設として機能し、それぞれが密接に連携を図りな

がら本市の児童サービスを展開していくことが望まれます。 

さらに、既存の市立図書館に指定管理者制度が導入された場合、進行管理及

び指導等を担当する図書館担当部署が必要であることは前述したとおりです。

この図書館担当部署へは、本市のこれまでの図書館事業を熟知し、司書として

の専門的な知識・技能を有する市職員（司書）を配置することが適当であると

考えます。 

こうしたことを総合的に検討した結果、子ども図書館の運営のノウハウを蓄

積し、本市が目指す児童サービスの中核施設としての機能を確立するため、子

ども図書館は開設後当面の期間は、直営方式で運営することが望ましいとの結

論に達しました。 

※児童サービス・・・公共図書館が提供する乳幼児とその保護者から中学１年

生程度までを対象とした「おはなし会」、「読み聞かせ」、「ブックトーク」など
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のサービス。本市子ども図書館での児童サービスは、主に、乳幼児とその保護

者から小学生までを対象としたサービスを想定しています。」 

 以上でございます。 

議長（会長） ご質問ございませんか。よろしいですか。 

委員 （質問なし） 

議長（会長） ないようですので、次、お願いします。 

事務局（森岡係長） 

 

 

１０ページをご覧ください。「久喜市立図書館の今後の運営について（まと

め）」を５から６へ変更しています。 

 その中の２行目の「現地視察」を「視察」に改め、４行目の「前回の諮問は、」

は、前の部分と重なるため、削除をしました。 

 １２行目の「主要な」を「主な」に、１５行目の「指定管理者制度の検討を」

を「指定管理者制度の導入を検討」に、下から７行目から８行目にかけての「図

書館サービス」を「図書館のサービス」に、下から５行目から６行目にかけて

の「併せ費用対効果」を「併せて費用対効果」に改めました。 

 １１ページをご覧ください。１行目から２行目にかけて「国で定めた「図書

館の設置及び運営上の望ましい基準」を踏まえ、」を追加しました。これは、前

回の協議会でご指摘を受けたもので、本日参考資料として配布した、文部科学

省が定めた「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の３ページに「三 運

営の基本の５」のことを示しております。 

『５ 図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当

該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向

上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管

理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよ

う努めるものとする。』とのことで、つまり、図書館設置者である本市が、指定

管理者に図書館の管理を行わせる場合の基準が示されていることから、この基

準に沿って、管理運営を行う必要があることで、追記したものでございます。

また、同じ２行目の「第三者機関等において協議できる」を「第三者機関等、

協議できる」とし、第三者機関等の後に句読点を入れ、「において」を削除した

ものです。 

議長（会長） ただ今、事務局より修正を含む説明がありましたが、１０ページに関しての

質問を受けます。いかがでしょうか。 

及川委員 

 

 

 

まとめのところですが、５に掲げている子ども図書館のことが、まとめに入

ってきていないので、入れる必要があるのではないかと思います。そうしない

とせっかく５で言った子ども図書館の運営方式がこれでは打ち消されている

のではないでしょうか。これはよくないと思います。どこかに入れてほしいと
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思います。 

事務局（太田館長） 「子ども図書館」の説明につきましては、今回の素案１０ページ、最後の行

「なお、公立図書館の運営あり方については、市民の間においてもさまざまな」

の文章の前に、今回の素案の９ページに大項目５として（仮称）子ども図書館

の運営方式と既存の市立図書館との連携について述べており、この結論部分を

加えることにより、子ども図書館について説明できると考えますが、いかがで

しょうか。 

議長（会長） 

 

子ども図書館についての加筆、修正についてご異議ございませんか。何か質

問がありましたらお受けいたします。 

委員 なし 

事務局（森岡係長） 

 

１２ページをご覧ください。久喜市立図書館協議会日程・会場・協議内容に

「第６回協議会」の内容を追加しました。また、下から２行目の「視察研修」

を「視察」に変更しました。また、最終行の最後の「視察報告書」を「視察報

告」に変更しました。 

 別紙ですが、別紙の標記を四角で囲むのではなく、カッコに変更しました。 

１の「日時」を「視察日」に変更し、「１３時から１７時４５分」を削除しまし

た。また、２の「場所」で「北本市立中央図書館」を次の行に移し２行で記載

しました。「５ 視察先の概要」の延床面積の部分に名称も入っていたことか

ら、「名称」と「延床面積」を分けました。また、「蔵書数」は、鴻巣市と北本

市で逆になっていましたので、「鴻巣市 １９９，７９８冊」「北本市  

１６０，３１５冊」としました。「導入前職員数」と「導入後職員数」、「導入年

月日」をそれぞれ追加しました。また、「指定管理事業者」については、鴻巣市

については、「TRC鴻巣グループ」に、北本市については、「 a c T r c

アートーク

北本ネッ

トワーク」と、正式名称に改めました。 

続きまして別紙の２ページになります。 

①指定管理者制度導入前から働いていた臨時職員の再雇用について、鴻巣市

では「臨時職員の方に」を「臨時職員に」と改め、北本市では、「４人働いてい

る。」の句点、丸の位置を「４人働いている（指定管理者制度導入前に働いてい

た方の数は不明）。」の最後に移動しました。また、①の北本市に記載していた

２点目の一文を②に移し、「窓口業務委託のときは、決められた仕事のみであっ

たが、現在は自主事業等の各種イベントの企画、立案から実施まで事業者が行

っているため、やりがいを感じ仕事をしている。」と改めました。 

②直営と指定管理者制度導入後の変化について、鴻巣市の１行目の「多くな

っている」を「多くなった」と変更し、６行目の「一日」を漢数字から算用数
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字にしました。 

③ボランティアとの関係についての中で、鴻巣市の「同じに」を削除しまし

た。 

④選書の方法についての中で、鴻巣市では、句点、丸の位置の変更と、「週」

を「毎週」に改めました。北本市では、「廃棄についても」を「廃棄については」

に、「教育委員会」を「図書館担当部署」に、それぞれ改めました。 

⑥指定管理者制度導入後の市民の反応についての中で、１行目の「とのこと」

を削除し、２行目の「５割」を「約５割」に、「応える」を「回答した」に改め、

３行目の「５１％で」の後に「その理由として」を加筆しました。同じように、

４行目の「２８％で」の後に「、その理由として」を加筆しました。また北本

市では、「声をいただいている」を「声があった」に改めました。 

⑧市の図書館担当職員から、年度途中で新規事業の実施について相談があっ

た場合についてでは、質問の項目で「職員」を「部署」に改め、鴻巣市では、

「対応している」の前に「できるものは」を加筆しました。北本市では、「対応

できるものは」を「できるものは」に「対応」を削除しました。 

⑨図書館職員への研修についての中で、北本市の２点目は、職員への研修と

は違うので、全て削除しました。また、３点目の「県主催の研修参加や整理日

の閉館時」を「県主催の研修参加や図書館が休館となる整理日」と改めました。 

⑩職務上、問題が発生した場合の対応についての中で、北本市の、「指定管理

者制度導入前にも５年間窓口業務委託を受けていたため、」を削除しました。 

⑪図書館協議会の運営についての中で、北本市の２点目中の、「２回」を「年

２回」と改めました。 

以上が、前回お示しした素案をご審議頂いた結果、修正及び変更した部分で

ございます。 

議長（会長） 視察について詳細に述べられていますが、表現を判りやすく修正し表記され

ています。 

このページでご異議がありましたら、質問をお受けいたします。 

奈良委員 ９ページ上から３行目経費の削減が図られるというのは載せていいのでし

ょうか。 

事務局（森岡係長） 

 

経費の削減は図られているのですが、ただ正確に図書館部分だけの金額はわ

からないという話でございました。経費の削減は図られているとのことでござ

いましたので、皆さまにしっかり説明をしたいと思い、補足説明をさせていた

だきました。 

議長（会長） 

 

他にいかがでしょうか。 

それでは他にないようであれば、修正箇所の確認ということで協議を進めて

まいりましたが、これをもって終了させていただきます。 
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これより答申書を提出しなければならないのですが、時間が許すのであれ

ば、清書していただきこれで終わらせたいと考えますが、いかがでしょうか。

この次集まるのは大変でしょうし、任せてもらえれば確認しますが、いかがで

しょうか。 

事務局（太田館長） 

 

 

 

 

 

 

 

議会でも、審議会でも清書して会長、副会長に任せるのは、だめという話が

ございます。ただ今回の会議では修正箇所のみの確認であり、修正箇所がきち

んと直っていれば他にこういったことを盛り込んだほうがいい、こういったこ

とを検討したほうがいいのではということが、一切ありませんでしたので、こ

れを踏まえて訂正箇所のみを出すようであれば、それは正副会長に見ていただ

いて、皆さんにも見ていただいて、最終的に協議会で答申をいただくという形

なら問題ないと思っております。 

内容を変えることは一切ないので、修正箇所が正しく直っている確認ならば

よいのかな、ただ私が決定する訳にいかないので、皆さまのご審議をいただき

たいと存じます。 

事務局（森岡係長） お昼近くなって大変すみません、館長のやり方と、もし皆さま方に２０分～ 

３０分待っていただけるのであれば、私どもで総動員しまして、修正箇所を直

し、製本、チェックしてこの場で提出していただくことも考えますがいかがで

しょうか。 

議長（会長） 

 

皆さまどうですか。２０分～３０分できますか。私今日、スムースに終わる

かなと思ったんですが、皆さまの熱心な審議でより正確な答申書が出来上がっ

たのではないかと思います。 

いかがでしょう。２０分～３０分待てますか。もし待てないようなら、待て

る方何人かでも残っていただいて。 

事務局（河内館長） 

 

すみません。もう一度修正箇所を森岡係長のほうより確認させていただいて

よろしいでしょうか。それから最後の６章の久喜市立図書館の今後の運営につ

いてのまとめの２行目、○回の会議となっているのを６回と、（案）をとらせて

頂いて、２９年○○月を２９年１１月させていただいてよろしいでしょうか。 

事務局（太田館長） 

 

 

もし、今回で答申をいただけるようであれば、１２ページの第６回のところ

の久喜市立図書館の今後の運営についてのあとに、１番最初が諮問になってい

るので、ここに答申を入れさせていただければと思います。 

事務局（森岡係長） 

 

 

 

 

４ページの３の●の現状の所、７行目平成２９年９月のところに「なお」を

いれさせていただきます。出典の１全国の数値はの後に「、」を入れさせていた

だきます。 

※２出典で「平成２６・２７年度」を追記、あと上になりますが、全国が出

ていて埼玉県の２７年度分が出ていないので、「埼玉県内では４０市中１１市
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で導入率は２７．５％、導入館は１５１館中２７館で２７．９％であった」を、

追加します。 

７ページ表４出典の部分を表３と同じように記載いたします。 

あと、８ページ 4の課題解決に向けた運営方式の検討の２段落目、を漢数字

の三にする。同じページ（３）の部分、「そこで、協議会では、指定管理者制度

を市立図書館に導入した場合を検討し、次のようなメリットを図ることができ

ると考えました。」と変更いたしました。 

１０ページの下から４行目、本協議会のところ、「これらのことを総合的に判

断し、今後市立図書館の向上を図っていくためには、既存４図書館については、

指定管理者制度の導入を図ることが望ましいとの結論に達しました。」と記載

いたします。 

そのあと、また、平成３２年度に開設予定の（仮称）子ども図書館について

は、５（仮称）子ども図書館の運営方式の運営方式と既存４図書館の連携につ

いてで記載したとおり、「当面の期間は、直営方式で運営することが望ましいと

の結論に達しました。」と記載させていただきます。いかがでしょうか。 

丸山委員 

 

ここで、一つ提案なんですが、やはり短時間での修正は、誤字、脱字等があ

るので、どうでしょう。もう一度開催するのが大変なら、最終的に修正箇所の

確認していただき、確認書を一緒に送るというのはどうなんでしょうか。そし

て、まとめを会長、副会長に任せるというのはいかがでしょうか。 

事務局（太田館長） 

 

今丸山委員からご指摘がありましたが、これから急いで修正をして、誤字脱

字があると混乱してしまいますので、今日あった意見をまとめて、後日答申書

もいただきたいと存じます。 

議長（会長） 委員の皆さまよろしいですか。本日の件を踏まえて、近日中に清書した答申

書の提出を行うということでご了承ください。 

委員 異議なし 

議長（会長） それでは、他にご意見がございますか。ないようであれば、本日の議題はこ

れで終了になります。議事進行を事務局にお返しいたします。 

司会（福島館長） 

 

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いただきたいと思います。 

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。以上で本日の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した。 
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