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平成２９年度第１回印西市立図書館協議会会議録 

 

開催日時 平成２９年７月６日（木） 午前１０時００分から午後０時１５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、立石委員、佐藤委員、熊谷委員、山本委員、

倉沢委員、関根委員、長野委員、石渡委員、角舘委員 

     事 務 局：飯島生涯学習課長、川村大森図書館長、伊藤大森副館

長、大河小林図書館分館長、鈴木そうふけ図書館分館長、

吉野印旛図書館分館長、須藤本埜図書館分館長、富田主

査、阿久津主査、寺嶋主査、稲垣主査、仲山主事 

欠席委員 なし 

傍 聴 者  １ 名 

議 題 １．開会  

     ２．あいさつ 

３．委員紹介 

４．職員紹介 

     ５．会議録署名委員の指名 

     ６．議題 

      （１）平成２８年度事業報告について 

      （２）平成２９年度事業計画について 

      （３）第２期印西市立図書館サービス評価指標（平成２８年度実

績・成果及び平成２６年度～平成２８年度総合評価）について 

（４）第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成２９年度～

平成３１年度）について 

（５）その他 

     ７．閉会 

資 料 １．次第付き資料（別紙１・別紙２） 

     ２．平成２８年度事業報告に関する資料【資料１】 

     ３．平成２９年度事業計画に関する資料【資料２】 

４．第２期図書館サービス評価指標に関する資料【資料３】 

５．第３期図書館サービス評価指標に関する資料【資料４】 

     ６．としょかんつうしん（第９４号・第９５号） 
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協議会の記録（要点筆記） 

１．開会 

〈事務局〉 ただいまより、平成２９年度第１回印西市立図書館協議会を開会

いたします。本日の出席委員は規則第２１条に規定する定足数に達

しております。 

２．あいさつ 

〈生涯教育

課長〉 

 本日は、ご多忙中にも関わらず、ご出席をいただき、誠にありが

とうございます。 

今回の協議会では、平成２８年度事業報告、平成２９年度事業計

画のほかに、印西市立図書館サービス評価指標について、第２期、

平成２６年度から平成２８年度の総合評価、また、前々回から議題

としていました平成２９年度から平成３１年度の第３期印西市立

図書館サービス評価指標について議題にしております。 

いずれも、図書館の利便性向上を図り、市民の方がより利用しや

すいようにと見直しを行うものでございますので、委員の皆様にお

かれましては、今後とも図書館行政に対しまして、ご指導を賜りま

すとともに、忌憚のないご意見を頂戴できますようお願い申し上げ

開催に当たっての挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

〈委員長〉  ご多忙中にもかかわらず、お集まりいただき、ありがとうござい

ます。 

今回は、サービス評価指標について、第２期の総合評価、また前々

回から議題としていた第３期サービス評価指標等がございますが、

広く市民の皆様から愛され続けられる図書館であるよう、皆さんか

ら活発な意見をいただけるよう、よろしくお願いいたします。 

３．委員紹介 

 （別紙１により委員紹介を行う。） 

４．職員紹介 

 （別紙２により職員紹介を行う。） 

５．会議録署名委員の指名 

〈委員長〉  会議録署名委員については、名簿順にお願いしたいと思います。 

 今回は名簿４番の熊谷委員を指名します。 

  

６．議事 

議題（１） 平成２８年度事業報告について 

〈委員長〉  「平成２８年度事業報告について」事務局より説明をお願いしま
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す。 

〈事務局〉 （資料１により説明） 

〈委員長〉  只今、事務局から説明がありましたが、この内容について質疑が

ありましたら、お願いします。 

〈委員〉  「図書館の使い方講座」について、参加者がなかった一番の原因

は何か。また、今後も続ける予定か。 

〈事務局〉  ポスター及びホームページで募集していたが、一目で内容が分か

るネーミングにできなかったことが主な原因と考えている。また、

今後は「大人の探検隊」の一部として続ける予定。 

〈委員〉  事業参加者募集の広報手段は何か。 

〈事務局〉  市広報紙、図書館ホームページ、チラシの配布などを行っている。

事業内容によっては市内小学校へのチラシ配布も行っている。 

〈委員〉  小学生向け事業が多いので小学校と積極的な連携を図っていた

だきたい。 

〈委員〉  「利用者懇談会」で寄せられた意見は何があったか。 

〈事務局〉  千葉ニュータウン中央駅南側への図書館設置の要望があった。 

〈委員〉  「利用者懇談会」参加者の内訳及び参加動機は何か。また、今後

は幅広い参加者を募るようにしたらどうか。 

〈事務局〉  印旛図書館利用者、千葉ニュータウンエリアの利用者であったと

思う。また、広報紙、ホームページ、チラシを目にしての参加であ

ったと思われる。 

〈委員〉  「利用者懇談会」は子供連れでも参加できるのか。 

〈事務局〉  参加できる。 

〈委員〉  話題の作者による講演会など、大人が参加できるイベントを開催

してもらいたい。 

〈事務局〉  市に所縁のある作家の講演会については、現在調整を進めている

が実現にいたっていない。今後、大人が興味を持つような企画を検

討していきたい。 

〈委員〉  平成２８年度事業の全体総括はどうか。 

〈事務局〉  第２期サービス評価指標のうち平成２８年度実績成果の部分と

図書館年報で総括している。 

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（１）「平成２８年度事業

報告について」は、ご了承をいただくことでよろしいでしょうか。 

（全員拍手で賛成の意） 

〈委員長〉 「平成２８年度事業報告について」は了承されました。 

  



 

 4 

議題（２） 平成２９年度事業計画について 

〈委員長〉  「平成２９年度事業計画について」事務局より説明をお願いしま

す。 

〈事務局〉 （資料２により説明） 

〈委員長〉  只今、事務局から説明がありましたが、この内容について質疑が

ありましたら、お願いします。 

〈委員〉  「利用者懇談会」を年２回、２か所での開催にできないか。 

〈事務局〉  開催時期等も含め、今後検討する。 

〈委員〉  同じ施設の中でイベントが重なる事例があったが、どのような調

整を行っているのか。 

〈事務局〉  事業計画の策定時にはイベントが重ならないようにしているが、

イベントの性質によりどうしても調整ができないことがある。 

〈委員〉  「利用者懇談会」について、平日昼間は参加できない人が多いと

思うので、週末夜間に開催するなど参加者が増えるよう調整しても

らいたい。また、事業計画が６月に提示されるのは遅いのではない

か。 

〈事務局〉  「利用者懇談会」は以前より週末に開催しており、年ごとに開催

時期を変更している。 

 また、平成２９年度事業計画については、平成２８年度第３回会

議で案を議事としており承認をいただいている。今回は最終的な事

業計画を議事とさせていただいた。 

〈委員〉  事業提案として「職員のおすすめブックリスト」をさらにすすめ

てビブリオバトルを模した事業を企画していただきたい。 

〈委員〉  「収納に関する講演会」が非常に興味深い。このような新規イベ

ントを増やしてもらいたい。 

〈委員〉  人気がある事業は定員を増やし、そうでない事業は縮小するな

ど、全体でメリハリがある事業計画としてもらいたい。 

 また、「図書紹介コーナー「おすすめの１冊」」は小倉台図書館だ

けでなく、全館での開催を検討してもらいたい。 

〈事務局〉  「図書館探検隊」は非常に人気のある事業で、今年も申込初日に

定員となったが、その事業定員の増に必要な職員数の確保が非常に

困難であることをご理解いただきたい。今後、人気のある事業の拡

大について検討する。 

 「図書紹介コーナーおすすめの１冊」は、利用者も含め本の紹介

文を寄せてもらい、紹介文を一か月程度展示し他の利用者の興味を

喚起するもの。全館での実施は検討をしたい。 
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〈委員〉  「夏のおはなし会」の開催に必要な職員数の確保が難しいとのこ

とだが、イベント開催時のみ職員を確保することはできないか。 

〈事務局〉  現在、正規職員は各館ごく少数で、多くは非常勤職員により図書

館を運営している。人員増の要望はしているものの、難しい状況で

ある。 

〈委員〉  中高校生層の利用者が少ないようだが、対策はどうか。 

〈事務局〉  中高校生の利用を増やすため、過去に中高校生向け事業を開催し

たことがあるが結果が芳しくないものであった。引き続き対策を検

討しているが、なかなかよいものがない状態である。 

〈委員〉  中高校生を呼び込むものとして、他の図書館ではビブリオバトル

を開催しているようなので、そういった事業開催の検討はしている

か。 

〈事務局〉  ビブリオバトルの開催にあたっては、以前より内部で検討してい

たものの、コーディネーターや審判員が必要であったりするため図

書館単独事業としての実現は難しい。学校と連携した事業として今

後検討したい。 

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（２）「平成２９年度事業

計画について」は、ご了承をいただくことでよろしいでしょうか。 

（全員拍手で賛成の意） 

〈委員長〉 「平成２９年度事業計画について」は了承されました。 

  

議題（３） 第２期印西市立図書館サービス評価指標（平成２８年度実績・成

果及び平成２６年度～平成２８年度総合評価）について 

〈委員長〉  「第２期印西市立図書館サービス評価指標（平成２８年度実績・

成果及び平成２６年度～平成２８年度総合評価）について」事務局

より説明をお願いする。 

〈事務局〉 （資料３により説明） 

〈委員長〉  只今、事務局から説明がありましたが、この内容について質疑が

ありましたら、お願いします。 

〈委員〉 「７ハンディキャップサービスの充実」の「来館の困難な方への

職員による資料の宅配」について平成２８年度実績が０であるが、

このサービスを必要としている人へ情報が届いているのか、また、

その周知の方法はどうか。 

〈事務局〉 宅配サービスについて、図書館利用案内パンフレットやホームペ

ージで案内しており、不定期に広報紙に掲載しているものの、障害

福祉課等との連携はとれていない。 
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〈委員〉 「３レファレンスサービスの充実」について、レファレンス件数

は目標を達成しているが、その件数に比べてホームページに掲載し

ているレファレンス事例集の件数が少なすぎると思われる。レファ

レンス事例とホームページへの掲載は連携していないのか。 

〈事務局〉 レファレンス記録は残しているものの、ホームページにアップし

きれていない。今後はスピーディーにアップできるよう業務改善に

努めたい。 

〈委員〉 「⑧開館日数」について、大森図書館と小倉台図書館のみ祝日開

館や夜間開館をしているが、市東部の住民は利用が難しい。対策を

考えてもらいたい。 

〈事務局〉 今後の検討課題としたい。 

〈委員〉 課題図書が本によって予約件数が非常に多いが、対象となる本を

さらに購入することはできないか。 

〈事務局〉 一時的な予約件数のみで購入冊数の増は困難。 

〈委員〉 「２利用・情報の提供促進」の「評価・改善点」にサザンプラザ

において図書資料の返却云々との記載があるが、千葉ニュータウン

中央駅南側地区でも同様のサービスがあると図書館の利用促進に

つながると思われるが、どう考えるか。 

〈事務局〉 サザンプラザでのサービスは試験的に実施しており、千葉ニュー

タウン中央駅南側地区でも同様のサービスが提供できないか、その

拠点となる場所を模索している。 

〈委員〉 「１所蔵資料の充実」の図書資料の購入予算が平成 26年度から

ほとんど増えていないが、人口増と同様の予算確保はできないの

か。 

〈事務局〉 毎年度、図書購入費の予算増額要求はしているものの、市全体の

財政状況からも前年度と同額程度の予算確保が精一杯である。今後

も予算確保に努めたい。 

〈委員〉 図書資料購入費の実際の購入金額はどうか。 

〈事務局〉 図書資料購入費の平成 28年度決算額は２，０３７万円で、これ

は AV資料及びマイクロフィルム購入費を含んでいる。 

〈委員〉 収書計画は、どうなっているか。また、その策定には外部から人

が入っているのか。 

〈事務局〉 新年度予算が確定し次第、６館それぞれに地域特性等を考慮して

収書計画を作成している。なお、図書館司書のみで収書計画を策定

しており、毎週水曜日に図書館司書が選書会を開催し図書を購入し

ている。外部の意見は利用者からのリクエストを反映している。 
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〈委員〉 これまでに寄贈本はあるか。また、寄贈本は購入冊数に含まれる

のか。 

〈事務局〉 寄贈後の取り扱いを図書館に一任していただけることを条件に

寄贈本を受け取っている。平成２８年度は公立学校教職員互助会か

ら寄贈本があった。また、寄贈本は購入冊数に含めていない。ちな

みに平成２７年度は、寄贈本の中から２，３７０冊を図書館の蔵書

とした。 

〈委員〉 収書計画とは、どういったものか。 

〈事務局〉 購入予定図書を詳細に定めたものではなく、例えば一般図書を何

冊、郷土資料を何冊など、その年度に購入する図書の目安を定めた

もの。 

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（３）「第２期印西市立図

書館サービス評価指標（平成２８年度実績・成果及び平成２６年度

～平成２８年度総合評価）について」は、ご了承をいただくことで

よろしいでしょうか。 

（全員拍手で賛成の意） 

〈委員長〉 「第２期印西市立図書館サービス評価指標（平成２８年度実績・成

果及び平成２６年度～平成２８年度総合評価）について」は了承さ

れました。 

  

議題（４） 第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成２９年度～平成３

１年度）について 

〈委員長〉  「第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成２９年度～平成

３１年度）について」事務局より説明をお願いする。 

〈事務局〉 （資料４により説明） 

〈委員長〉  只今、事務局から説明がありましたが、この内容について質疑が

ありましたら、お願いします。 

〈委員〉 サービス評価指標「２（５）ホームページへのアクセス件数」の

平成２８年度実績４４３，０５４件は誤りではないか。 

〈事務局〉 ご指摘の通り正しくは「３５９，２８２件」です。資料の訂正を

お願いします。併せて目標設定根拠の表中にも同じ誤りがあります

ので、資料の訂正をお願いします。 

〈委員〉 「８（２）図書館ボランティアとの連携」について、事業数を目

標としているが、ボランティア獲得人数などを目標としたほうが目

標設定として適切ではないか。 

〈事務局〉 次期の見直し課題とさせていただきたい。 



 

 8 

〈委員〉 「２（４）市内登録者数」について第２期より目標値を引き下げ

たが、市内登録者数を増加させるための具体策は何かあるか。 

〈事務局〉 第２期は人口の４割程度を目標としていたが、第３期はそれを若

干引き下げたもの。転入者の登録獲得対策として、転入手続き時に

配布するセットに図書館利用案内は入れているものの、転入者の増

加に対して登録者数が伸びていないのが現状。 

〈委員〉 人口増加の分布、図書館利用困難地域の把握、登録抹消の分布な

ど様々に分析をすることが必要と思われる。 

〈事務局〉 今後の参考とさせていただきたい。 

〈委員〉 図書館職員の配置や増員、非常勤職員の配置など抜本的に見直す

必要があると思われるが、どのように考えているか。 

〈事務局〉 職員の増員については、人事部局へ引き続き要望をしていきたい

と考えている。特に司書専門職の配置については事務の継続性の観

点からも強く要望していきたいと考えている。 

〈委員〉 民間への運営委託や第三セクターの利活用などはどう考えてい

るか。 

〈事務局〉 これまでに指定管理者制度について検討していたが、小倉台図書

館を除き５館が複合館であるため、その活用が困難であった。また、

最近の動向として、いったん指定管理者を採用したものの直営に戻

す動きなどもあることから、最善の経営手法について引き続き検討

したいと考えている。 

〈委員〉 市内６館が分散配置されているが、統廃合による蔵書の充実など

の将来構想はあるのか。 

〈事務局〉 過去にセンターに蔵書を集約する方式を検討したものの、センタ

ーとなる館の建設が困難なため断念した経緯がある。センターに集

約して蔵書管理を行うか、現状と同じく分散管理を行うかなど様々

に検討することが課題と認識している。 

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（４）「第３期印西市立図

書館サービス評価指標（平成２９年度～平成３１年度）について」

は、ご了承をいただくことでよろしいでしょうか。 

（全員拍手で賛成の意） 

〈委員長〉 「第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成２９年度～平成３

１年度総合評価）について」は了承されました。 

  

議題（５） その他 

〈委員長〉  「その他」について、事務局より何か議題とすることはあります
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か。 

〈事務局〉 特にございません。 

〈委員長〉 委員さんの中で何か議題とされたいことはありますか。 

〈委員〉  廃校となった学校の図書はどうなっているか。 

〈事務局〉  直近で廃校となった永治小学校の図書は、木刈小学校へ移管され

ていると聞いている。 

  

〈委員長〉  以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。 

  

５．閉会 

〈事務局〉  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２９年度第１回印西市立図書館協議会を

終了させていただきます。 

  

 

 

 平成２９年度第１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２９年 ７月２３日 印西市立図書館協議会 

 

                    委員  熊谷 徳子 


