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平成２７年度 第３回 印西市立図書館協議会会議録 

 

開催日時 平成２８年３月９日（水）午前１０時から１１時３０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、松橋委員、篠田委員、中野委員、

谷口委員、関根委員、勝丸委員、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、 

髙橋本埜図書館長、阿久津主査、 

須藤主査補、仲山主事補 

欠席者 清水委員 

傍聴者 １名 

議 題 １．平成２８年度図書館運営方針（案）及び平成２８年度事業計画（案）

について 

   ２．図書館の運営について 

 ・平成２８年度祝日開館の試行（案）について 

・図書館情報システムの入替え等について 

 

概 要 （以下要点について記す） 

《会議の開催についての説明と報告》 

《会議公開に伴う傍聴についての報告》 

《会議公開に伴う会議録作成のための録音の了解》 

《資料の確認》 

【開 会】 

【委員長あいさつ】 

【課長あいさつ】 

 

【議 題】 

《会議録の署名人について松橋委員に一任することの承認》 

 

１．平成２８年度図書館運営方針（案）及び平成２８年度事業計画（案）につ

いて 

委員長  議題の「（１）平成２８年度図書館運営方針（案）及び平成２８年度

事業計画（案）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。 
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事務局 《平成２８年度図書館運営方針（案）及び平成２８年度事業計画（案）

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

いましたらお願いいたします。 

 

委 員  図書館の運営方針から、昨年度は『地域のニーズに合致した運営と蔵

書の整備に努め』という文言でした。 

  今回、『図書館６館それぞれの創意工夫による運営と蔵書の整備』と

いうことで、蔵書の整備についてはそれぞれに特色を持った購入などを

されているとのお話でしたが、その方針に変更があったのか、どのよう

なビジョンでこのような文言に変更したのかをお聞きしたい。 

 

事務局  文中にあります『創意工夫による』というところにつきまして、全て

を集約した形とさせていただいております。 

  運営、蔵書の整備の中には、事業による工夫も含まれております。 

  蔵書の整備につきましては、昨年の運営方針にありました地域のニー

ズ等による蔵書の方針を考えるということもありますが、色々な意味を

込めまして、創意工夫ということで集約させていただいております。 

 

委 員  運営方針に関連することですが、この運営方針の最後の２行目ですが、

抽象的な表現をしていますが、もっと具体的な策というのを考えてはど

うでしょうか。 

  次ページの事業計画では月単位で事細かに記載されているので、たと

えば、『利用の拡大を図り図書館全体のサービス向上に努めます』とあ

りますが、平成２８年度の運営方針は具体的にはどういう策で行おうと

しているのか、明示すべきではないでしょうか。 

  一つの策として、サービス向上という面でしたら、図書館サービス評

価指標を作成・了承し、目標を設定したが、進捗状況の協議が出ていま

せん。 

  目標通りにはいかないと思うので、協議会の場で皆さんに図り、ご意

見をいただくなどの運営の仕方をすべきではないのでしょうか。 

  平成２７年度までの評価指標の進捗状況を説明していただきたい。 

 

委員長  全然触れられていなかったというのは違う気がしますが、その都度ご
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報告はあったように思いますが、事務局からお答えをお願いします。 

 

事務局  図書館評価指標につきまして、図書館協議会へは年度結果でのご報告

とさせていただき、第三者評価でご意見をいただいたものをまとめさせ

ていただいております。 

  平成２７年度につきましては、３月３１日をもって統計の整理を行っ

ておりますので、途中経過でのご報告ができないことをご了承ください。 

  こちらにつきましては、平成２８年度の第１回図書館協議会において

図書館評価指標ということで、ご報告させていただく予定でおります。 

 

委 員  年度の途中で問題が出ていると思うが、協議会へその問題を議題とし

て出すべきではないのでしょうか。 

 

事務局  サービス評価指標につきましては、１年間の目標というかたちで３月

末をもって統計処理を行っており、第１回の図書館協議会においてご報

告させていただいております。 

  その中で、具体的な状況を事務局からお話しさせていただき、皆さま

からご意見等をいただきながら、改善に向けた取り組みを行ってまいり

ます。 

  協議会での提案の仕方につきまして考えていきたいと思います。 

  また、運営方針につきまして、具体的にというご意見をいただきまし

たが、第１回図書館協議会において、事業計画ということで、事業計画

表だけではなく、方針をより具体的にしたものをお示しし、皆さまにご

協議いただくような形になっております。 

  この中で、具体的なお話を提案させていただき、皆さまのご意見等を

頂戴したいと考えております。 

 

委 員  昨年度まで、共催事業として図書館ボランティア養成講座をされてい

ましたが、今年度含まれていない理由は何でしょうか。 

 

事務局  ２年度にわたりまして、中央公民館との共催で図書館ボランティア養

成講座を行いましたが、修了生がかなりの数になり、図書館ボランティ

アへの登録者数もかなり増えてまいりました。 

  そのため、いったんこの事業は終了させていただき、修了生や登録者

をどのように事業へ活用していくか、おはなし会の協力など展開をどう

図っていくかということを考えていきたいと思います。 



 

 4 

  その代わりというわけではございませんが、事業計画の中で対面朗読

講座を３回実施しますとお話しさせていただきましたが、こちらを新た

に事業として起こし、対面朗読についての能力を付けていただき、活躍

する場を広げていただくという新しい企画を考えております。 

 

委 員  対面朗読講座ということで、今までですと読み聞かせの講座というか

たちでしたが、対面朗読という意味は、子どもたちだけでなくご老人な

ど色々な方を含んだ意味なのでしょうか。 

 

委員長  対面朗読は読み聞かせとどのように違うのか、説明をお願いできます

か。 

 

事務局  対面朗読は、子ども相手の読み聞かせではなく、ハンディキャップサ

ービス（障害者サービス）の一環となります。 

  広報も音訳をしたものを目の見えない方へお配りしているところで

すが、目の見えない方への朗読ですので、単純にただ読めばいいという

ものではなく、グラフの読み方、地図の読み方など特殊な技術が必要と

なります。 

  読み方・イントネーションなど細かい部分の読み方を学び、初級程度

の技術をボランティアに覚えていただき、対面朗読の依頼があった時に

職員だけではなく、ボランティアも対応できるような体制を整えたいと

考えております。 

 

委 員  図書館ボランティア養成講座を受講し、登録したボランティアの活用

方法を考えている最中とのことですが、対面朗読に関しても、具体的に

活用する場がすでにあるのか、またはこれから考えていくのかどちらで

しょうか。 

 

事務局  対面朗読を希望される方がどれだけいらっしゃるのかということも

ありますが、過去にはいらっしゃったこともあり、その時には図書館職

員が総合福祉センターで行っていた朗読の初級コースを受講し、職員が

技術を学んで依頼があった時に対応しておりました。 

  大森図書館の中には対面朗読室がございますので、そこで対面朗読を

行っておりました。 

  ただし、人手が足らないため、ボランティアセンター（あしぶえ）に

協力を依頼してボランティアを行っている方をお呼びし、対面朗読を行
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ったこともあります。 

  高齢化などで、現在利用されている方はいらっしゃいませんが、今後

対象者が増えていく可能性はありますので、その時に何もできないとい

うことではなく、すぐに対応できる体制を準備していきたいと考えてお

ります。 

 

委 員  OPACとは何なのか、ご説明ください。 

 

事務局  OPAC（オーパック）とは、日本語では利用者開放端末といい、図書館

には２種類あり、子どもでも操作しやすいタッチパネルで検索機能を主

とした端末と、webOPAC（ウェブオーパック）といいホームページ等で

家庭から検索できる機能のことを OPACといいます。 

 

委 員  市では市制２０周年ということで様々な催し物を企画しているよう

ですが、図書館としては企画していないのでしょうか。 

 

事務局  一昨年度、大森図書館において開館２０周年の事業をさせていただい

たところですので、市制２０周年記念としての事業は考えておりません。 

 

委 員  サービスの向上や利用の拡大につながると思うのですが、今年度祝日

に開館されて、利用者が急激に増えたということはあるのでしょうか。 

 

事務局  平成２７年度は、５月と９月の大型連休時に大森図書館と小倉台図書

館を開館いたしましたが、事前に周知等を行ったものの、小倉台図書館

においては休日並みの利用はありましたが、大森図書館につきましては、

地域がらもあると思うのですが、利用人数は伸びませんでした。 

  また、月曜日の祝日開館もありましたが、月曜日は図書館は休みと刷

り込まれていることもあるのか、土日の利用より少なく、中には開いて

いると思わなかったというようなことをおっしゃる方もいらっしゃり、

大森図書館については、祝日開館した結果としては、人が入っていなか

ったのではないかと思います。 

  ポスター等の表示で臨時開館を臨時閉館と誤読する方もいらっしゃ

ったようですので、周知の仕方も工夫したうえで、平成２８年度の祝日

開館につきまして手を尽くしていきたいと思います。 

  前回、返却日の書いてある紙の裏へ記載し周知しては等のご意見をい

ただいておりますので、そのようなことも反映し、実施していきたいと



 

 6 

考えております。 

 

委 員  祝日開館が定着すれば、市民にとってはありがたいことだと思います。 

 

事務局  前年度から準備してはいたのですが、大きな点としてはＰＲ不足とい

うより、周知の仕方が悪かったのではないかという反省点があります。 

  連休は皆さん出かける計画を立てていたり、今までは連休を休館して

おりましたので、連休中開館するという認識不足もありましたので、全

体的には普段の土日程度の入館者が小倉台図書館においてはありまし

たが、大森図書館は少なかったこともあり、平成２８年度につきまして

はその反省点を踏まえて、周知の工夫等させていただき、なるべく来て

いただけるようにしていきたいと思います。 

  今年度の試行の仕方が、大型連休を使ったことは周知方法などに配慮

が足りなかったのではないかと反省させていただき、出来る限り周知を

図りながら、サービス向上につなげていきたいと思います。 

 

委 員  学校に依頼し子供たちに祝日開館を周知してはいかがでしょうか。 

  また、祝日の月曜日が開館すると、翌日火曜日が休館になることも気

を付けたいと思います。 

 

委員長  祝日開館すると人件費が増えるということはあるのでしょうか。 

 

事務局  祝日に出勤した職員については、代休となりますので、人件費が増え

ることはありませんが、光熱水費は若干増えると思います。 

   ただし、人員は補う必要があるため平成２８年度においては数名の人

員増を要望しているところです。 

  人件費につきましては、普段の図書館業務においても市民要望が強い

ため、できるだけ充実させたいこともあり、人員要望をさせていただい

ております。通常の増の分の中で人件費については対応したいと思いま

す。 

  ただし、祝日開館いたしますと光熱水費などの諸経費についてはかか

りますので、市民の皆さんに利用していただき、ある程度の数値をいた

だければ、開館した効果にはつながるということで今後の祝日開館につ

なげていきたいと思います。 

 

委員長  試行期間といっている以上は、恒常的にするかどうかは試行した結果
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によって判断されるということですか。 

 

事務局  平成２７年度、平成２８年度の２カ年の試行した結果で判断させてい

ただきます。 

  市民サービス上お声も強いことから出来る限り祝日開館するために

はということを考えながら、経費などどのように持っていけば継続でき

るのかという試行ととらえていただければと思います。 

 

委 員  祝日開館の周知の方法について、ポスターは図書館・市役所等に掲示

されると思いますが、人の集まる駅や大型ショッピングセンターなどに

ポスターを掲示することは考えていないのか。 

 

事務局  事情が許されるのであれば、考えていきたいと思います。 

 

委 員  祝日開館で大森図書館においては伸びていないということがありま

したが、大森・小倉台図書館に固守しなくてもよいのではないでしょう

か。 

  そうふけ図書館で行ってはどうでしょうか。 

  利用者が増えると思いますが。 

 

事務局  そうふけ図書館につきましては、複合施設ということもあり、図書館

のみの開館となりますと、広い施設であり、出入口が複数あり、警備上

の問題もありますので、考えさせていただかないと難しいと思います。 

 

委員長  大森の場合には図書館のみが祝日開くのでしょうか。 

 

事務局  文化ホールが開館しております。 

  文化ホールは営利目的の方も利用できる施設のため、祝日も基本的に

は開館していますので、大森図書館を開館しても文化ホールの開館とほ

ぼ同じになるため、複合館であっても試行ができます。 

  そうふけ図書館も検討したいのですが、公民館が祝日は閉館していま

すので、シャッター等で区切りを付けられないため３階まで自由に行け

るとなると、来た方や施設の安全性までを図書館職員で対応することは

困難なため、祝日開館を行うのであればそれなりの施設の準備も必要と

なることから、今回の試行の中からは外させていただきました。 

  ただし、必要性ということは職員からも出ておりましたので、今後の
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検討課題とさせていただきます。 

 

委 員  現状を肯定するのか、前向きな策を取って行うのかの判断ですね。 

 

事務局  今すぐ試行したいとなると現状の施設では手を加えないとできない

という状況でしたので、環境等は小倉台に近いので、今後の検討には加

えられるかと思います。 

 

委 員  そうふけの人口の割合は多いですし、増えてきましたから、大森の比

ではないと思うので、何か策を取ってやるべきではないかと思います。 

 

委 員  大人のおはなし会は事業計画を見ますと大森図書館のみとなってお

りますが、他の館では実施しないのでしょうか。 

 

事務局  大森図書館のみの実施となります。 

 

委 員  今お年寄りが増えてきていますが、コミュニティセンターで実施した

のが、東京の谷根千、向島、神田界隈等の、たとえば文豪の足跡などを

取材し、机上散歩という催しを行ったところ、最初は２０人ほどでした

が、お年寄りの参加が年々増え今年は３回目で６０人ほどでした。会場

の都合もありましたので、会場が広ければもう少し参加者があったと思

います。 

  図書館においても、大森だけでなく、そうふけ・小林などでもこのよ

うな事業を実施してはいかがでしょうか。 

 

事務局  どのような企画を行うか、今後検討して考えていきたいと思います。 

 

委員長  その他ご意見等ないようですので、「平成２８年度図書館運営方針（案）

及び平成２８年度事業計画（案）について」ご承認いただけますか。 

 

委 員  はい 

 

委員長  ありがとうございます。「平成２８年度図書館運営方針（案）及び平

成２８年度事業計画（案）について」了承されました。 

【議 題】 

２．図書館の運営について 
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・平成２８年度祝日開館の試行（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  議題「（２）図書館の運営について」を議題とします。事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局 《平成２８年度印西市立図書館の祝日開館の試行（案）、平成２８年度

図書館カレンダー（４月～９月）裏面（案）に基づき説明》 

 

  平成２７年度の連休時の結果と合わせまして、十分に検討し、平成２

９年度以降の祝日開館につきまして、協議していきたいと考えておりま

す。 

  なお、正式に祝日開館を行うことになりますと、規則の改正が必要と

なりますので、平成２８年度第２回協議会時に委員の皆さんへ改正案を

お示しさせていただき、ご意見等を伺う予定とさせていただいておりま

す。 

  その後、教育委員会へ規則の改正案を提出いたしまして、承認を頂い

た後、広く市民の皆さんへ周知を図るという流れとなります。 

 

  《ホームページの新機能について（ホームページより）に基づき説明》 

   

  システム移行作業につきましては、２月１日から２月１１日までの１

１日間で蔵書点検と合わせて行いまして、２月１２日から新システムを

稼働しており、今現在大きなトラブル等はなく新サービスを提供できて

いるところです。 

  資料において、ホームページの新機能についてお示しさせていただい

ておりますが、これだけではお分かりにならない部分があると思います

ので、会議終了後に新システムのデモを行いますので協議員の皆さん全

員ご参加いただければと思います。 

   

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  こちらは配布するための資料と思われるのですが、「サービス向上の

ために試行することにしました」という言葉を付けるだけでも、図書館

も頑張っているんだ、利用してみようかなという気持ちになるのではな
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いかと思います。 

  事務的に書かれるよりも、心に響くような言葉でポスター等を作成さ

れた方が図書館を利用してみようかなという気持ちに少しでもなるの

ではないかと、これでは少し硬すぎるのではないかと感じました。 

 

事務局  そのようなことも加味して考えます。 

 

委 員  開館と閉館を読み違えたという話を聞き、役所からの大事なお知らせ

というものは、ネガティブな方向に考えてしまうので、「開」と書いて

あっても「閉」と頭の中で読んでしまうというところがあるので、「あ

けてます」「あいてます」などのフレーズでアピールすれば周知される

のではないかと思います。 

 

事務局  資料につきまして、説明を補足いたします。お配りしました資料は図

書館カレンダーの裏面になります。 

  その他のポスター等の表記につきましては、今のご意見を参考とさせ

ていただきます。 

 

委 員  新ホームページの使い方についてなども、小倉台図書館で行われる図

書館の使い方講座の中で教えていただけるのでしょうか。 

 

事務局  小倉台図書館で予定しております図書館の使い方講座につきまして

は、そのとおり予定しております。このような時を利用していただき、

ご説明できればと思います。 

  回数につきましては、担当は２日間を用意しておりますが、内容につ

いては考えていきたいと思います。 

 

委 員  個人的にはホームページが使いやすくなったと思います。 

 

委 員  キーワード検索について、キーワードはどの程度まで反映されている

のか。 

  本の内容全部ではないと思いますが、あらかじめ本のキーワード等が

登録されているのかなと思うのですが、その辺に関して元々どうなって

いるのかと、新システムになって本のヒット率が上がったということは

あるのでしょうか。 
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事務局  キーワード検索とは、書誌情報全般から拾い上げてくる検索となり、

著者名、書名等全てを見る検索となります。 

  詳細検索は別画面でありますが、その一歩手前として、まず知ってい

る単語で探してくださいという意味になります。 

  こちらは以前のシステムと変更はありません。 

  キーワードというのは書誌情報のため、システム側の更新とは別の話

になるため、その辺の変更はありません。 

 

委 員  わかりました。 

 

委 員  単純な印象では、画面が明るくなった気がします。 

 

委員長  今回、会議後にデモを行うとのことですが、普段こういうサービスは

していないのでしょうか。 

  図書館ホームページの使い方というのは。 

 

事務局  特段行っておりませんが、要望があれば、グループである程度人数が

まとまっている等の場合であれば、お話を伺ったうえで判断させていた

だきたい。 

 

委員長  その他ご意見等ないようですので、議題「（２）図書館の運営につい

て」ご承認いただけますか。 

 

委 員  はい 

 

委員長  ありがとうございます。「図書館の運営について」了承されました。 

   以上をもちまして、本日の議事は終了いたします。 

  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】 

事務局  平成２７年１０月に発行しました図書館年報－平成２６年度統計－

に誤りがございましたので次のとおり正しい数値へ訂正をお願いいた

します。 

  ２ページ 平成２７年度の運営方針 

 （２）数値目標（平成２７年度まで） 
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