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平成２７年度 第２回 印西市立図書館協議会会議録 

 

開催日時 平成２７年１０月２３日（金）午後１時３０分から１５時００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：伊藤委員、西田委員、中野委員、谷口委員、関根委員、

神鳥委員 

    事 務 局：湯浅生涯学習課長、小那木大森図書館長、 

伊藤小倉台図書館長、大河小林図書館長、 

牧野そうふけ図書館長、石井印旛図書館長、 

阿久津主査、須藤主査補 

欠席委員 松橋委員、篠田委員、清水委員、勝丸委員 

傍聴者 １名 

議 題 １．印西市立図書館年報－平成２６年度統計－について 

   ２．図書館の運営について 

 ・平成２８年度開館日の変更（試行）案について 

・図書館情報システムの入替え等について 

    ３．その他 

 

概 要 （以下要点について記す） 

《会議公開に伴う会議録作成のための録音の了解》 

【開会】 

【委員長あいさつ】 

【課長あいさつ】 

《資料の確認》 

《会議公開に伴う傍聴についての了解》 

《会議録の署名人について西田委員に一任することの承認》 

 

議 事  

１．印西市立図書館年報－平成２６年度統計－について 

委員長  議題の（１）印西市立図書館年報－平成２６年度統計－についてを議

題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局 印西市立図書館年報－平成２６年度統計－に基づき説明 

 

委員長  事務局からご説明いただきましたが、この内容について質疑などござ
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いましたらお願いいたします。 

 

委 員  利用率が低い、しかも前年と比べ数値が落ちたとのことだが、どのよ

うに分析されたのか。 

 

事務局  様々な要因が考えられますが、一つには一昨年に行いました、リクエ

スト・予約件数の削減です。 

  一人あたりのリクエスト・予約冊数の制限を２０点から１０点にした

こと、市外登録者の貸出冊数を無制限から１０点にしたこと、資料費の

予算確保が伸び悩んでいることによる新刊本の点数が少ないことなど

の要因が考えられるところです。 

 

委 員  人口は増えているが、それに伴って市内登録率が増えているのか、減

っているのか？ 

 

事務局  市内個人登録者数については、平成２５年度は３０，７６２人、平成

２６年度は３０，２８３人となり、若干の減少となっています。 

  市内登録率については、３３．０％から３２．４％と若干の減少とな

っています。 

  人口については、９３，０８５人から９３，４９４人と約４００人増

加していますが、登録者については伸び悩んでいるところです。 

  これをどう捉え、利用者数・利用率の増加を図るかについては、分析

も含め、非常に重い課題となっておりますので、今後も引き続き検討を

していきたいと考えています。 

 

委員長  登録者から外れるというのはどういう場合なのか。 

 

事務局  転出時や死亡時にカードをお返しいただき、データの削除を行ってい

ます。 

  その他に、３年以上図書館を利用していない方についてもデータの削

除を行っています。 

 

委員長  更新の時期が来ていますと言われることがありますが、それは３年の

間に使っていても、３年ごとに更新するのでしょうか。 

 

事務局  更新は必要です。 
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  なお、更新の手続きをしておらず、かつ最終の返却日より３年間利用

が無い方がデータ削除の対象となりますので、更新時に来ていただけれ

ば、その方のデータは復活します。 

 

委 員  ２２ページのリクエスト受取り数の合計１１６，８１４件と、２３ペ

ージのリクエスト処理済み数の合計１１５，７１５件の数値に約１，１

００件の違いがあるが、この差はどのように理解したらよいか。 

 

事務局  ２２ページのリクエスト受取り数については４月１日から３月３１

日にリクエストを受けた数値です。 

  例えば３月末に受けたリクエストの資料の場合、年度を超えて４月以

降に貸出をすることがありますので、リクエスト受取りの年度と貸出の

年度のずれによるものです。 

 

委 員  統計はそういう基準で表示しているわけですか。 

 

事務局  はい。 

  年度末のため預かったリクエストにお答えできるのが次年度になっ

てしまう場合があります。 

 

委 員  それが１，０００件近くあると、そういう表示の仕方になるというこ

となのですね。 

  もうひとつよろしいでしょうか。 

  この資料を見ますと、きれいごとの数値が並んでいますが、図書館６

館ごとにこういう図書が何冊紛失しましたとか、返ってこなかったとか、

そういうネガティブな資料は入れないのでしょうか。 

  こういう資料を入れることによって、こんなに本が無くなっているの

だということを、市民へ啓蒙することが出来るのではないか、こういう

ことも大事なことではないのでしょうか。 

 市民へ何か訴える年報を作成してほしい。 

  平成２７年度からは指向を変えてはいかがか。 

 

事務局  ただいまの意見を参考とさせていただきまして、平成２７年度の年報

からは考えてみたいと思います。 

 

委 員  １９、２０ページの分類別蔵書統計について、図書館ごとに蔵書が分
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類された点数があり、図書館ごとの傾向がわかってよいと思いますが、

２１ページの利用者数について、利用者の傾向、例えば年齢、性別、こ

の図書館では平日は未就学時の利用が多いなど、利用者で図書館の特色

がわかるような統計は取っていないのでしょうか。 

  それがあると、図書館の特色がわかってよいと思うのですが、統計と

して不可能なのでしょうか。 

 

事務局  電算の統計の日報の中に、年齢別の統計を作成できますが、まとめた

ものは作成していません。 

 

委 員  そういうものがあれば図書館ごとの特色がわかって、あるいは平日利

用・休日利用、年齢、性別等で統計があれば図書館の傾向が分かってよ

いのではないかと思い、見てみたいと思いました。 

 

委 員  その場合、貸出しか記録に残らないのですよね。 

 

事務局  貸出者数しか残りません。来館者としては残りません。 

   

委 員  貸出しないとここの数に載ってこないのですね。 

  この中でその内訳がどうだったのかわかればよいなと思いました。 

 

委 員  登録率や年齢別等で、どうしてかということを追求するには必要では

ないかと。 

  一例として、小学校・中学校の時には図書館を利用していたためカー

ドを作成したが、高校生になるとほとんどこの地区にいないということ

があり、結局それでデータを抹消されているという状態が結構あると思

います。 

  そういう面からもみて、年齢別などの分析も必要なのではないかと思

われます。 

 

委 員  勝手に想像すると、高校・大学生くらいが一番抜けてしまうところで

はないかという気はしますが。 

 

事務局  そのことについて、若干それを伺えるものがあります。 

  ２１ページの年齢別個人登録者数の中で、７－１２歳、１３－１８歳

までは９％から１０％弱の数値が出ているのですが、１９－２２歳にな
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ると５．４％と急に数値が落ち込んでいますので、今おっしゃられたよ

うなことも反映されている状況なのではないかと伺えます。 

 

委 員  先ほど３年間利用が無く、更新していないと削除されるという話を伺

いましたが、そういうことを知らずに、小さい時に母親と一緒に図書館

カードを作っていたので、家に図書館カードがあるからと高校生が突然

図書等を借りに行った時に、登録されていませんと言われるのですか。 

  その時に簡単な手続きですぐにカードを再発行してもらえるのか、更

新手続きをしてもらえるのかが気になったのですが。 

 

事務局  図書館カードをお持ちいただいた際には、その図書館カードを利用し

て新たに登録することになります。 

  その際に、住所の確認できる物が無いと登録ができませんので、万が

一住所の確認のできる物をまったく持っていないとなると、その場での

登録はお断りしています。 

  後日改めて住所の確認できる物をお持ちいただければ、即日新たに登

録することができます。 

 

委 員  わかりました。 

  もうひとつ、たとえば、親と子で更新の時期が違うと思うのですが、

親が利用している場合、家族全員分を更新するというのはだめなのでし

ょうか。 

  厳密に利用している人でないとカードは扱えない、利用していないけ

れど更新したいということはできないのでしょうか。 

 

事務局  現在、印西の図書館では０歳児から図書館カードを作成できます。 

  本人は更新手続き等をすることが無理ですので代理手続きを認めて

いますが、カードをお持ちいただくことが前提となっています。 

  更新時期が近ければ一度に更新手続きを行っていただく、登録用紙に

記入していただく手間はありますが、手続き自体は可能です。 

  ただし、更新時期が３年に一度ということなので、登録日から３年目

前後１カ月くらいで手続きを取っていただくようにお願いしています

ので、更新時期がずれていると一度に行うということは難しいです。 

 

委 員  ありがとうございました。 
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委 員  リクエストの冊数制限についてお伺いしたいのですが、色々なデータ

の数値の減った理由がリクエスト・予約点数を２０点から１０点にした、

市外登録者の貸出冊数を制限したなどが原因で減ってきているという

お話なのですが、まだ期間が数年でもう少し様子を見られるとは思うの

ですが、その印象として結果や効果をどのように図書館の方は実感して

いるのか。 

  また、何年かして結果を見ていずれまた元に戻すような方向で考える

ことはあるのでしょうか。 

 

委 員  リクエスト・予約点数の冊数制限を始めてから２年目か、３年目でし

たかね。 

 

事務局  ２年半くらいです。 

  先ほどリクエスト・予約点数が原因かもしれないと話しましたのは、

年報の２７ページに個人貸出利用者数がありますが、利用者数全体数だ

と若干数値は上がってはいるのですが、貸出冊数が減っています。 

  今どこの図書館でも言われているのですが、ネット予約をしているた

めに、リクエスト・予約した分しか借りていかない、印西の場合は貸出

冊数が無制限となっているので、そのリクエスト・予約した分プラス棚

を見て色々な本を借りられるという状態にはしているのですけれども、

結局１０点だったら１０点と、リクエスト・予約した本だけを取りに来

るという利用が多くなってきており、どこの図書館も利用が減っている

というのが悩みとなっています。 

  リクエスト・予約点数を出来れば多くしたいという思いはあるのです

が、予算との関係がありますので、少しずつでも利用者の利になるよう

な形にはしたいのですが、利用者数と貸出冊数の統計の違いからみると、

図書館の来館者へ色々な本の紹介をする力不足ということもあると思

いますので、リクエスト・予約点数の変更については、まだお話ができ

る状態ではないと考えております。 

 

委 員  今のお話に関連して、リクエストに対応できないというようなことは、

資料の１０ページに予算があり、その下の方に資料購入費で８．４６％

という数字となっていますが、これは一般的な公共図書館の中では少な

すぎませんか。 

  ６館に特色を持たせて運営の仕方を検討しなければいけないのでは

ないか、そういうことによって市民を引き付けるなど、何か策が必要な
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のではないか。 

  だから、購入費が足りず資料が買いにくいというのであれば、宣伝購

入費を付ければ、少なくとも１００万はあがりますよね。これをされて

はいかがかと。 

  違うところに踏み出さないと、毎年お金が無いから年間１万２千冊の

新本しか買えませんというのは、市民は「あそこに行っても同じ物しか

ないし」という感じで、足が向かなくなると思います。 

  何か変えて引きつける策を考えなくてはならないのではないかと考

えます。 

 

事務局  県でまとめた平成２５年度の統計で「県内の公立図書館のサービス指

標」中、個人貸出登録率の県平均は３５．３％に対し印西市は３３．８％

と若干低めです。 

   人口１人あたりの個人貸出冊数は県平均が５．４８冊に対し印西市は

９．３６冊で、県内では６番目となります。 

   また、人口１人あたりの蔵書冊数は県平均３．０９冊に対し印西市は

５．８８冊で、県内では７番目となります。 

  図書館費は、人口１人あたり県では１７０円に対し印西市は２１０円

で、県平均よりは上となっています。 

  人口１，０００人あたりの年間受入冊数については県平均１１９．３

冊に対し印西市は１６１．２冊と、県の平均以上にはあります。 

  数字的には県の平均よりは上位にありますので、予算的にも図書館全

体としてそれほど多く頂けていないという状況ではありません。 

  それだけもらっているのであれば、どのような選書をして、また６館

ごとに個性を出した中で、それをどういうふうに収集して、市民の皆さ

んへ情報提供等を考えて色々結び付け、利用者増を図っていくのか検討

していかなくてはいけないので、いまお話しのあったことも加味しなが

ら検討していきたいと思います。 

 

委 員  １３ページの収集整備の中で除籍の図書資料が８，３１３冊、視聴覚

資料が９７点とありますが、どういう理由で除籍したかということはわ

かるのでしょうか。 

 

事務局  細かな内訳としては、まず汚破損があります。 

  視聴覚資料については、だいたいが汚破損と思われます。 

  図書については各館において副本整理や、時期がある程度たった物の
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中から、古くなった物から各館の司書が選別し除籍をかけております。 

 

事務局  平成２７年度の年報からは、１３ページの除籍等の内容について、詳

しく記載することも考えます。 

 

委員長  「印西市立図書館年報－平成２６年度統計－」に承認していただけれ

ば幸いとは思いますが、承認していただけますか。 

 

委 員  異議なし 

 

委員長  ありがとうございます。 

 

 

議 事  

２．図書館の運営について 

・平成２８年度開館日の変更（試行）案について 

・図書館情報システムの入替え等について 

 

委員長  次の議題「図書館の運営について」事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  はじめに、「平成２８年度開館日の変更（試行）案について」でござ

いますが、今年度の５月及び９月の大型連休時における大森図書館と小

倉台図書館の臨時開館及び平成２８年度の祝日臨時開館の試行につい

ては従前にもお話しさせていただいたところですが、改めて平成２８年

度の祝日開館についてご説明いたします。 

  平成２８年度は４月２９日昭和の日、５月３日憲法記念日、５月４日

みどりの日、５月５日こどもの日、７月１８日海の日、８月１１日山の

日、９月１９日敬老の日、９月２２日秋分の日、１０月１０日体育の日、

１１月３日文化の日、１１月２３日勤労感謝の日、１２月２３日天皇誕

生日、平成２９年に入りまして、１月９日成人の日、２月１１日建国記

念の日、３月２０日春分の日の１５日につきまして、大森図書館・小倉

台図書館において臨時開館を試行する予定です。 

  平成２７年度の５月と９月の大型連休のようなものは、平成２８年度

には５月の連休以外にはありませんが、大型連休時の祝日開館の平成２

７年度の状況と、平成２８年度の正月期間等を除いた全部の祝日開館の

結果について、できるだけ早急にその結果について検討を重ね、平成２
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９年度以降の開館日の増に向け協議等していきたいと考えています。 

  祝日開館を試行するにあたっては、職員・非常勤職員の増をお願いす

るほかなく、今現在人事担当へ増員について要望しているところであり、

財政担当へ人件費等の予算要求を行っているところです。 

  予算要求を行ったところですので、査定等はこれからになりますが、

できるだけ予算の確保に努め、実施できるように努めたいと考えていま

す。 

  職員も祝日開館への対応が生じますので、計算上ですが、概ね１人あ

たり年間３回程度の勤務が必要と想定しています。 

  開館日が増えることから、電気・ガス・水道等の予算も増額が見込ま

れますので、こちらも平成２８年度予算へ要求しています。 

  今年度の実施の結果の詳細については、お手元の資料にございますの

で、ご割愛させていただきます。 

  平成２８年度については、以上のような状況で進めさせていただきた

いと考えています。 

 

  次に、「図書館情報システム入替え等について」こちらは第１回協議

会時にプロポーザル方式により事業者を決定する旨をご説明しました。 

  図書館協議会後に行いましたが、３者が入替えに係る事業提案を行う

という参加表明の意思表示があり、７月８日にプロポーザルの審査を行

い、その結果、ホームページ等へも公表していますが、次期図書館シス

テム受託先は、現行の委託事業者である「株式会社 大崎コンピュータ

エンヂニアリング」に決定し、契約を行ったところです。 

  現在はシステム移行が円滑に進むように、もろもろの打合せを事業者

と行っているところで、システムの移行作業については、平成２８年２

月１日月曜日から１１日木曜日建国記念の日までの１１日間で行う予

定です。 

  なお、例年この時期に蔵書点検がありますが、蔵書点検については、

この１１日の間に合わせて行うこととなっており、予定通りで行きます

と、２月１２日金曜日から新システムを稼働して、サービスを開始する

予定になっています。 

  システム移行に伴い、操作等も変わりますので操作研修も行いますが、

基本的に現行と同じ事業者、また、同じ富士通のコンピュータと、バー

ジョンはアップするのですが富士通の図書館システムを使用すること

になりますので、操作性につきましては、現行のものとほとんど変化は

ないとの話を伺っております。 
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  利用者の皆さまにご迷惑をお掛けするようなことは無いとは思いま

すが、全職員が操作研修を受けまして、万全の態勢をとって不具合等が

無いように準備万端の状態で臨みたいと思っています。 

  システムの入替につきましては以上でございます。 

 

委員長  事務局からの説明について、質問等ございましたらお願いいたします。 

 

委 員  以前、ブログを利用してはいかがでしょうかと提案しましたが、今の

システムではできないとのことでしたが、新しいシステムでは可能にな

るのでしょうか。 

 

事務局  まだ、移行に向けて調整中ですので、はっきりとしたことが言えない

ところですが、システムの基本的なソフトの中にはブログの機能は無か

ったかと思います。 

  ホームページ等がかなり変わりますので、こちらからの情報発信がブ

ログという形ではなくても、できるかと思います。 

  現在のホームページは、専用のソフトを使い、ある程度知識のある一

部の職員しか操作できない物ですが、新しいシステムでは更新が簡単に

なり、大森図書館以外の図書館でも更新が出来るようになりますので、

そういった点で情報発信のしやすさがあると思いますので、検討してみ

ます。 

 

委 員  期待しています。 

 

委 員  今回のシステム移行に関して、どういったところが大きく変わるのか、

大まかに言ってこういうところが変わったという点がありましたら教

えてください。 

 

事務局  現在、打ち合わせ中でまだ全容がはっきりしていないところもありま

すが、特に大きく変わるのは皆さんにご覧いただくホームページの機能

です。 

  職員の方では、比較的更新しやすくなって情報の更新頻度も上がるの

ではないかと期待しています。 

  利用者の方に対しては、例えば、自分の読みたい本をチェックしてお

き、それをいつでも復元できる本棚（お気に入り）のような機能、お気

に入りの作者名を登録しておけば、その方の作品が入ったらメールで連
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絡が来る設定が出来る機能、返却期限が近くなったらメールでお知らせ

を「もらう・もらわない」の選択ができる機能、予約の取り置き期限が

見られるようになるなど、どのように設定すれば取り置き期限が設定で

きるのか、支障なく動くのかなど、これから検証は必要ですが、このよ

うにさまざまな、より図書館を活用しやすくなるような機能が増えるか

と思います。 

  また、現在はパソコンから見られる画面と携帯電話から見られる画面

の２種類のページしかありませんが、新しいホームページはスマートホ

ン専用の画面ができますので、より操作しやすく活用できるのではない

かと思います。 

  現在検討していることは、スマートホンからパスワードで自分のペー

ジに入っていただくと、図書館カードのバーコードが出て図書館カード

の代わりに使える機能があるようなので、この機能が問題なく稼働がで

きるのか検証しながら、できるかぎり皆さんが利用できる機能を増やし

ていければと思っています。 

 

事務局  今のシステムのことについて、次回協議会が例年だと３月頃に行いま

すが、協議委員さんのご希望があれば、次回協議会後にデモ等を行った

らどうかと考えており、実際の画面をご覧になっていただければ、より

ご理解が進むのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委 員  よろしくお願いします。 

 

事務局  祝日開館について、試行した結果をみますと、平日の祝日開館につい

ては、今回長期連休ということで遠出・宿泊・レジャー等へ出かける方

も多いということもあり、相対的にいえば若干図書館へ足を向ける方が

少なかったのではないかということも一つ言えます。 

  また、大森図書館・小倉台図書館のみの開館であるということで、返

却日から除外されているということで、この日に急いで返却しなくても

よいということもあったことから、図書館へ行かなくてもよいというこ

とで、それほど伸びなかったのではないかと思われます。 

  実際に連休の中日でした５月３日日曜日に比べ、連休に関係ない３月

２１日土曜日（祝日）の方が来館者数や利用者数が多く、また９月１９

日土曜日、２０日日曜日ですが、通常の土日の平均に比べ来館者数や利

用者数が少なかったということもあります。 

  月曜日は図書館が閉まっているという先入観があるためか、開けても
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通常の平日よりも利用者が少ないというようなことがありまして、広報

の周知不足ということも確かにあるかもしれませんが、来年の大型連休

は５月のみなので、毎回祝日は開いているという事前の周知を含め、で

きるだけ新しいホームページも活用し、情報の提供・周知を努力し、表

現の方法等も工夫したうえで周知し、祝日の臨時開館に望みたいと思っ

ています。 

 

委 員  それに関して、周知は大事だと思いますが、本の貸し出す時に何日ま

でに返却してくださいという紙を挟んで渡されますが、例えば、平成２

８年度はこのように休日を開けるということであれば、これを裏面へ印

刷し、周知していただくことは可能でしょうか。 

 

事務局  今のご意見を参考とさせていただきます。 

 

委 員  システムが変わるということで、返却日が近いというメールでのお知

らせを検討されていると伺いましたが、そういう形で、次の月曜日は開

館していますなどのお知らせを希望すればメールが来るとしたら、わざ

わざ見に行かないけれども、メールが来ていれば気づくということがあ

りますので、可能であればご検討していただければと思いました。 

 

事務局  検討します。 

 

委 員  来館者数というのは、カウンターなどで数えるのでしょうか。 

 

事務局  来館者数は、小倉台図書館のみですが、入口の自動ドアにセンサーが

取り付けられていまして、それでカウントしています。 

  出たり入ったりなどでその分の差は多少入っていますが。 

 

委 員  わかりました。ありがとうございます。 

 

委員長  「図書館の運営について」に承認していただけますか。 

 

委 員  異議なし 

 

委員長  ありがとうございます。 
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議 事  

３．その他 

 

委員長  それでは、３つ目の議題「その他」について、ご説明のほどよろしく

お願いいたします。 

 

事務局  レファレンス事例集について、図書館ホームページにおいてレファレ

ンス事例集の公開を始めました。 

  まだ数は少ないのですが、「一般書に関する質問」、「児童書に関する

質問」、「郷土に関する質問」という３つの項目に分け、その質問をクリ

ックすると、下の回答へ自動で行くようになっています。 

  また、回答の下にある提供文献をクリックすると、図書館のホームペ

ージでその本を検索した結果の画面へ行くようにリンクを貼っていま

す。 

  このような形で公開を行っていく予定です。 

  また、現在のホームページは一部の職員が作成していますが、新シス

テムでは図書館のシステムから各館の職員が公開の手続きを取ること

ができますので、このような形から発展できる方法で、新システムに移

行できればと考えております。 

  このように公開しましたことをご報告いたします。 

 

委員長  この内容に関して質疑等がございましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

 

委員長  特に無いようですので、以上をもちまして、本日の議事はすべて終了

いたします。 

  皆さまのご協力に感謝いたします。 

  議長の任をとかさせていただきます。 

 

【その他】 

【閉会】 

 

使用した資料 ・印西市立図書館年報－平成２６年度統計－ 

 ・平成２７年度大型連休臨時開館 試行結果 

 ・レファレンス事例集（ホームページより） 




