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平成３０年度第３回印西市立図書館協議会会議録 
 

開催日時 平成３１年３月７日（木）午前１０時００分から午後１１時２０分 
開催場所 印西市文化ホール ２階 大会議室 
出 席 者 協議会委員：逆井委員、山下委員、上島委員、熊谷委員、石渡委員、

櫛田委員、倉沢委員、佐藤委員、日下委員 
     事 務 局：飯島生涯学習課長、鈴木大森図書館長、 

伊藤大森図書館副館長、川村印旛図書館分館長、高木小

林図書館分館長、本多そうふけ図書館分館長、須藤本埜

図書館分館長、斉藤主査、阿久津主査、仲山主任主事 
欠席委員 川桐委員 
傍 聴 者  １ 名 
会議内容 １．開会  
     ２．生涯学習課長あいさつ 
         委員長あいさつ 
     ３．会議録署名委員の指名 
     ４．議事 
      （１）平成３０年度事業の経過報告 
       （２） 平成３１年度運営方針（案）及び平成３１年度事業計画（案）

について 
      （３） その他 
     ５．閉会 
資 料 １．平成３０年度事業の経過【資料１】 
     ２．平成３１年度運営方針（案）【資料２】 

３・平成３１年度図書館事業計画（案）【資料２】 
     ３．図書館つうしん１０４号・１０５号 
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協議会の記録（要点筆記） 
【会議公開に伴う傍聴席の設置と会議録作成のための録音機材の設置の了解】 
 
平成３０年度第３回印西市立図書館協議会開会 
【生涯学習課長あいさつ】 
【委員長あいさつ】 
【会議録署名委員の指名】 
〈進行〉 会議録署名委員の指名から議題までの間、倉沢委員長に議長をお

願いいたします。 
〈議長〉 それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。 

会議の円滑な進行にご協力をお願いします。 
〈議長〉 はじめに、本日の会議録署名委員の指名を行います。 

名簿順にお願いしたいので上島委員を指名させていただきます。 
【議事】 
議題（１） 平成３０年度事業の経過報告 
〈議長〉 それでは、議事に入りたいと思います。「平成３０年度事業の経

過報告」を議題といたします。事務局より説明お願いします。 
〈事務局〉 （平成３０年度事業の経過報告【資料１】に基づき説明） 
〈議長〉 事務局より説明がありましたが、この内容に関しまして質疑等が

ございましたらお願いします。 
〈委員〉 実習受入れについてですが、中学校の職業体験で一番近い大森図

書館で高校のインターシップと日程が重なってしまい、受入れし

てもうことができなかったが、小林とそうふけ図書館で快く受入

れをしてくれた。全館同じように受け入れるという態勢が整って

いて助かった。学校と図書館とのネットワークの基盤ができてい

て安心して頼みやすい環境がありがたく感じた。実習に行った生

徒も、生き生きと活動してきて実のある体験となった。地域の方

にも実習中優しく声をかけていただいた。 
〈議長〉 どのような実習を行うのか。 
〈事務局〉  カウンターで利用者への本の貸出し、返却本の受取り、返却され

た本を棚に戻す作業や本の装備でビニールコートを張るなどの

作業、また普段は入れない書庫の見学を行っている。 
〈委員〉 学校関係と講師派遣で分けているのは、窓口が図書館か生涯学習

課の違いなのか。 
学校側からの行事の依頼は、どのくらいまでに行わないといけな

いのか。 
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〈事務局〉 「学校関係」に記載している事業は、学校から図書館に依頼があ

ったものになる。出前講座で講師派遣をしているが、今年度は学

校からの依頼のみであったが、一般の団体にも派遣することをし

ている。「出前講座」は生涯学習課が窓口となっており派遣まで

の調整を行っている。 
学校からの依頼については、早めにしていただければと思う。 
日程が重なってしまった場合は派遣ができないこともある。日程

に問題なければ、派遣は行うことができる。 
〈委員〉 事業の内容はよくなっている。読書離れを改善する点で、ニーズ

のある事業を行うことはよいことだと思う。サービス指標に登録

率があるが、事業の参加者が図書館カードを作られているのか確

認はするのか。図書館を認識して事業に参加しているので、作っ

ていない方には図書館カードの利用について進めてもいいので

はないか。 
〈事務局〉 事業の参加者に図書館カードを持っているか確認はしていない。

図書館カードを持っている方を対象として事業を行っているも

のでもない。事業については、より図書館を知ってもらうこと、

図書館に足を運んでいただき本との出会いをしていただくこと

を考えて行っているところなので、図書館カードを使っていただ

くと充実した利用ができることを、もっとアピールしていくよう

にし、それによって登録率も上げていければと思う。 
〈委員〉 小学校での出前講座の対象者は。 
〈事務局〉 小学校のボランティアの方など保護者を対象とした講座になる。 
〈委員〉 それぞれの学校で何人くらいか。 
〈事務局〉 学校によって人数は違うが詳しい人数の把握はしていない。 

補足として、出前講座は生涯学習課推進係が主体となって行って

いるもので、5～10 人くらいの人数で申し込みいただき、いろん

な分野の講座について市の職員を講師として派遣している。図書

館の出前講座については、学校のボランティアからの要請のほ

か、家庭教育学級の研修としての要請もある。 
〈委員〉 出前講座はどちらに申し込みをするのか。 
〈事務局〉 生涯学習課へ申し込みしていただく。 
〈委員〉 事業の申し込みは先着順になるのか。 

それぞれの館で創意工夫のある事業を行っているが、事業の経過

報告にある成果についての根拠は、参加者にアンケートをとった

ものの集計なのか。 
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〈事務局〉 定員がある事業についての申し込みは、市内優先で先着順にな

る。各事業について、子供たちが参加する事業は感想を書いても

らっており、その他の事業はアンケートをとっている。 
事業に対する要望等意見もいただいている。それらを含めた、事

業報告をまとめ、反省点や次年度に向けての改善点等を報告し職

員が共有している。 
〈委員〉 冬の科学あそびの事業だが、定員に対して参加者数が少ないが、 

申し込みが少ないときは、2 次募集をするのか。お知らせ等がな

いと、市民は定員に達して申し込みが終了していると思ってい

る。 
〈事務局〉 冬の科学あそびについては、時季的にインフルエンザなどで当日

参加できなくなってしまった方が重なり、結果的に参加者が少な

くなってしまった。どの事業においても、定員に達するまで募集

はしており、館内にチラシを掲示したり、ホームページでも宣伝

をするようにしている。 
〈議長〉 他に意見がないようでしたら、議題（１）「平成３０年度事業の経

過報告」についてはご承認いただくことでよろしいでしょうか。

挙手でお願いします。 
（挙手で賛成の意） 
〈議長〉 「平成３０年度事業の経過報告」は了承されました。 
議題（１） 平成３１年度運営方針（案）及び平成３１年度事業計画（案）に

ついて 
〈議長〉 次に（２）「平成３１年度運営方針（案）及び平成３１年度事業計

画（案）」について事務局より説明をお願いします。 
〈事務局〉 （平成３１年度運営方針（案）及び平成３１年度事業計画（案）

【資料２】に基づき説明） 
（議長） 事務局より説明がありましたが、この内容に関しまして質疑等が

ございましたらお願いします。 
〈委員〉 印西市は新住民が多くなってきているので、印西市のことをもっ

と知ってもらうような事業、例えば文化財や歴史などについて 
図書館を通じて知らしめるようなことは行わないのか。 

〈事務局〉 以前は郷土関係の事業を開催していたが、現在は他の団体が様々

な講演会等の事業を行っており、そんな中で図書館ではどういっ

たことができるのか今後考えていくようにし、次年度の計画とし

てあげれる段階ではない。 
〈委員〉 他市の図書館だと郷土の資料を集めて展示をしたりしている。 
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印西市についての刊行物がでているので、そういったものを展示

することでも知る機会になるのではないか。 
〈事務局〉 郷土資料のコーナーは設けているが、もっと目に触れるような工

夫をしていきたいと思う。 
〈委員〉 「科学あそび」は小倉台図書館とそうふけ図書館でしか行われな

いが、他の図書館でも行ってほしい。子供の数の関係かもしれな

いが、小林図書館は隣が小学校なので連携して行ってもいいので

はないか。 
〈事務局〉   事業計画は案の段階なので、ご意見として伺う。 
〈委員〉 大森図書館が来年 1 月から休館になるが、パソコンで図書のリク

エストをして、中央公民館で受け取ることになるのか。 
〈事務局〉 まだ検討段階だが、システムで予約をした場合、受取りを中央公

民館でもできるよう考えている。現時点では、窓口を中央公民館

に設けることは決まっているが、窓口サービスの内容については

決まり次第、広報やホームページなどで周知する。 
〈委員〉 大森小学校の子供たちは、大森図書館に行くことを楽しみにして

いる。中央公民館に窓口が移った場合は、本を選んで読むことは

できなくなるのか。 
〈事務局〉 中央公民館では窓口機能だけなので、本の移転させることは予定

していないため、本を選んで読むことはできない。 
〈委員〉 子供たちが予約をすることができるのか。 
〈事務局〉 システムが使えなくても、中央公民館の窓口に来ていただければ

受付けをする。 
〈委員〉 職業体験は来年度は受入れしてもらえるのか。 
〈事務局〉 来年度 12 月までは開館しているので、それまでの期間であれば

受入れはする。再来年度は 9 月まで休館となるので、その期間に

ついては受入れはできない。開館後の受入れについては今後検討

していく。他の館については、例年通り受入れをしていく。 
〈委員〉 スクール便は、大森図書館の休館後も変更なく実施されるのか。 
〈事務局〉 継続して行う予定。 
〈委員〉 小倉台図書館で行っている「図書館検定」は公的なものなのか、

または図書館独自で行っているものなのか。 
〈事務局〉 「図書館クイズ」と同じような事業で、クイズに当ると級がもら

えるというような独自の事業になる。 
〈委員〉 大森図書館の改修工事は市として何のために行うのか。どのよう

な改修をするのか。内部的に保管スペースを作るなどの工事を行
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うのか。 
〈事務局〉 文化ホールと大森図書館の改修工事になるので、主に建物の改修

工事になる。空調の更新やホール内の機械設備や図書館内の雨漏

り等の建物の不備による改修工事となる。 
〈委員〉 「DNA わくわく実験講座」の事業が 31 年度の計画にはないが、

行わないのか。 
〈事務局〉 こちらの講座は、今年度で 3 回目になる。かずさ DNA 研究所よ

り講師を招いて行っているが、人気があり夏休み中の予約が取れ

ない状況である。講座の時期を見直すか、対象者を見直すか検討

をしている段階であるため事業計画には載せていない。 
〈委員〉 「としょかんつうしん」にはたくさんの情報が掲載されている

が、市民に周知する方法として、町内会の回覧として配布するこ

とはしないのか。 
〈事務局〉 現在は、各図書館、市内小中学校、公民館、支所・出張所に配布

を依頼しているほか、図書館ホームページで掲載して情報を提供

している。町内会への回覧物としての方法はとっていない。 
〈委員〉 来た人に配布するだけだと図書館について広まらない。町内会の

回覧であれば、かなりの人が目にするようになり、図書館につい

て認識がされることになる。 
〈事務局〉 町内会の回覧については、月に２回行われている。担当部署に依

頼をして行うようになるが、回覧のタイミングによっては情報が

遅れたものになってしまうこともある。市民への周知については

図書館のPR用のチラシなどの作成や町内会への回覧を含めて検

討していくようにする。 
〈議長〉 運営方針にある「創意工夫」とあるが 31 年度はどのようなこと

をするのか、また「資料の収集」については 31 年度の重点はど

のようになっているか。 
〈委員〉 6館の資料を効率よく利用者に提供できる環境を整えることを考

え業務を行っている。6 館の周辺地域の状況、世帯数、年齢層、

児童生徒数を把握し、地域性にあった運営をする。また、複合館

であれば施設との連携を図り共催して事業を行うなどの取り組

みを行う。状況にあった展示、ブックリストの発行など各館で創

意工夫をして行っていきたい。図書館が近くにない地域の方にサ

ービスを提供するために、ホームページからの予約を入れやすく

し、ネットワークを活用して受取り館になるべく早く資料を配送

することで資料の提供をしていきたい。資料収集については、選
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定基準に基づき毎週選書会を行っている。月に 1 回は、６館の担

当者が集まり情報交換をし、6 館がそれぞれ収書計画を立て資料

の収集を行っていく。適切な蔵書管理というのは、古くても残し

ていく資料は残し、情報が古くなった資料は全館の状況や県内の

図書館の状況を見ながら除籍をしていくことで、蔵書管理を行っ

ていく。 
〈議長〉 他に意見がないようでしたら、議題（２）「平成３１年度運営方針

（案）」は原案のまま了承し「平成３１年度事業計画（案）」は、

事務局で委員の皆さんの意見を可能な限り反映してもらい、平成

３１年度第１回協議会に諮ることでよろしいか、挙手でお願いし

ます。 
（挙手で賛成の意） 
〈議長〉 「平成３１年度運営方針（案）」は了承し、「平成３１年度事業計

画（案）」は一部修正のうえ、平成３１年度第１回協議会の議題と

することとします。 
議題（３） その他 
〈議長〉  次にその他について、事務局より何か議題にすることはありま

すか。 
〈事務局〉 特にありません。 
〈議長〉 それでは、委員の皆さんの中で何か議題にしたいことはあります

か。 
 （議題提案なし） 

〈議長〉 それでは以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。 
 議長の任を解かせていただきます。 

〈進行〉 委員長、ありがとうございました。また、委員の皆さま貴重なご

意見ありがとうございました。 
事務局より一点報告させてもらいます。ゴールデンウィークの図

書館の運営ですが、大森図書館と小倉台図書館は祝日開館を行っ

ているところですが、小倉台図書館は全日開館をします。大森図

書館については、文化ホールが 4 月 30 日休館日となることから

施設管理上併せて休館とさせていただきます。 
５．閉会 
〈進行〉  本日の予定は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、平成３０年度第３回印西市立図書館協議会

を終了させていただきます。 
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 平成３０年度第３回印西市立図書館協議会の会議録は、事実と相違ないので、

当協議会は、これを承認する。 
 
  平成３１年 ３月２２日 印西市立図書館協議会 
 
                    委員 上島 順子 


