
 

 1 

平成２９年度第３回印西市立図書館協議会会議録 

 

開催日時 平成３０年３月８日（木） 午前１０時００分から午前１１時０５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、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：飯島生涯学習課長兼大森図書館長、伊藤大森図書館副

館長兼小倉台図書館分館長、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、仲山主事 

欠席委員 佐藤委員 

傍 聴 者  １ 名 

議 題 １．開会  

     ２．あいさつ 

３．会議録署名委員の指名 

     ４．議題 

      （１）平成２９年度事業の経過報告 

       （２）平成３０年度運営方針（案）及び平成３０年度事業計画（案）

について 

      （３）印西市立図書館設置条例施行規則の一部改正案について 

      （４）その他 

     ５．閉会 

資 料 １．次第 

     ２．平成２９年度事業の経過【資料１】 

     ３．平成３０年度印西市立図書館運営方針（案）及び平成３０年度

事業計画（案）【資料２】 

４．印西市立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて【資料３】 

５．としょかんつうしん（第９８号・第９９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３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

課長兼大森

図書館長〉 

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。 

初めに図書館の人事異動についてお知らせいたします。 

大森図書館長の川村が平成２９年１１月１７日付で同館の主幹

に異動し、それに伴い生涯学習課長の飯島が大森図書館長を兼務す

ることとなりましたので、よろしくお願いいたします。 

現在、市議会の会期中で平成３０年度当初予算案についても議題

に含まれております。平成３０年度の図書館費について、平成２９

年度予算額と比べ５４１万８千円増額し、７，９００万２千円を予

算案として計上し、予算審査常任委員会の審査を受けております。

図書資料の整備に要する経費については平成２９年度とほぼ同額

で、図書館施設管理に要する経費については、小倉台図書館のトイ

レ改修工事を計画しております。予算案の可否については３月１４

日の本会議での審議を待つ状態です。 

本日の会議では、「平成２９年度事業の経過報告」をさせていた

だき、それを踏まえて「平成３０年度運営方針及び平成３０年度事

業計画」の案について、皆様のご意見を頂戴したいと思います。 

また、職制の変更に伴う改正や図書貸出期間の延長を雑誌につい

ても認めることを内容とした「印西市立図書館設置条例施行規則の

一部改正案」を議題として提案しました。 

皆様の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。 

〈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、平成２９年度事業の経過報告、平成３０年度の運営方針、

事業計画案などを議題としています。 

任期最後の会議となりますので、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 

３．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７番の関根委員を指名します。 

  

４．議事 

議題（１）平成２９年度事業の経過報告 

〈委員長〉  「平成２９年度事業の経過報告」について、事務局より説明をお

願いします。 

〈事務局〉 （平成２９年度事業の経過【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〉 夏休み期間に実施した図書館探検隊が好評だったようだが、もっ

と多くの人に体験をしてもらうために定員や実施回数を増やすこ

とはできないか。 

〈事務局〉  図書館探検隊は例年人気がある事業だが、館内で常に職員の付き

添いが必要であり、同時期にブックスタンプラリーを実施してお

り、また利用者が非常に増える時期でもあるため、この事業に対応

する職員の確保が困難である。これらのことから対応可能な範囲で

少しずつ定員を増やしていくことを検討している。 

〈委員〉  図書館探検隊などはキャンセル待ちが出ているとのことだが、定

員と申込人数が同じ人数になっている。先着順で受け付けをし、定

員を超える場合は断っているということか。 

 キャンセル待ちを受け付けているのであれば、それも含めた人数

が申込人数になるのではないか。 

〈事務局〉  電話や窓口で先着順の受付を行っており、定員を超える場合はキ

ャンセル待ちとして事業開始の数日前にまでにキャンセルが出た

場合は繰り上げている。 

 申込人数の記載方法に関しては、今後検討する。 

〈委員〉  利用者懇談会の参加者がなかったが、何か要因はあるのか。 

 また、開催の目的は何か。今後も継続するのであれば工夫をして

もらいたい。 

〈事務局〉  年度により開催館を変えているが例年参加者が少ない。参加者が

少ない、又はなかったことの要因については、現在検討している。 

 最初の開催目的は、小倉台図書館建設の前に住民の意見を聴く会

として設けたもの。その後は利用者の意見を直接聴く会として開催

している。 



 

 4 

〈委員〉  利用者懇談会参加の敷居が高いのではないか。懇談会以外の方法

で利用者の意見を聴く方法を考えてもらいたい。 

 アンケートボックスなどは置いているのか。 

 電子媒体での意見聴取はできないか。 

ネーミングを変えることも一つの手段ではないか。 

〈事務局〉 全館に館長へのおたよりという箱を設置してあり、相当数の意見

をいただいている。 

利用者の意見を聴く方法については、検討をする。 

〈委員〉  ６月１７日のブックコート体験講座と８月４日の DNA わくわ

く実験講座は対象が中学生以上となっているが、参加者の学生と一

般の内訳はどうか。 

〈事務局〉  ブックコート体験講座は一般の方のみの参加。DNAわくわく実

験講座は中学生の参加があったが、内訳は手元にないので、後日お

知らせする。 

（注）参加者１４名の内訳 一般４名、高校生１名、中学生９名 

〈委員〉  科学あそびと理科の自由研究サポート講座の講師は図書館職員

か外部の講師か。 

 また、両方とも７月中の開催となっていることから、どちらかを

８月の開催に変更できないか。 

〈事務局〉  科学あそびと理科の自由研究サポート講座は外部の講師を呼ん

でいる。 

 いずれも夏休みの自由研究をテーマにしており、また帰省時期と

重なることから、８月の開催では遅いと考えている。また、過去に

８月開催としたことがあったが、定員割れとなった実績がある。 

〈委員〉  大人のためのブックリストは本の紹介に非常に有効と思うが、今

後はどうするか。第２版以降も期待したい。 

〈事務局〉  平成２９年度に初めて行ったもので、今後は多少形は変えること

になるが継続したいと考えている。 

  

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（１）「平成２９年度事業

の経過報告」は、ご了承をいただくことでよろしいでしょうか。 

（全員挙手で賛成の意） 

〈委員長〉 「平成２９年度事業の経過報告」は、了承されました。 

  

議題（２）平成３０年度運営方針（案）及び平成３０年度事業計画（案）につ

いて 
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〈委員長〉  「平成３０年度運営方針（案）及び平成３０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３０年度印西市立図書館運営方針（案）及び平成３０年度事

業計画（案）【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〉  平成２９年度に大森で開催した収納講演会は好評だったようだ

が、平成３０年度は一般を対象とした講演会の実施予定はないの

か。 

〈事務局〉  平成３０年度は講演会の実施予定はないが、講師謝礼が発生しな

い一般向けのおはなし会やミニ講座といった事業の実施を検討し

ている。 

〈委員〉  印西市でも高齢化が進んでいることから、高齢者を対象とした読

書に親しむような講演会を開催してもらいたい。 

〈委員長〉  今回の会議では「平成３０年度運営方針」を決定し、「平成３０

年度事業計画（案）」について委員が意見を出し合って、それを基

に事務局が事業計画をさらに練ったうえで平成３０年度第１回の

協議会の議題にしてもらう方向で協議するのはどうか。 

〈委員〉  運営方針の指定管理者制度とは、どういった制度か。また施設の

改修、統廃合、新設等については具体的に検討はしているのか。 

〈事務局〉  指定管理者制度とは、簡単に言うと民間に図書館の運営を委託す

るもの。近隣では鎌ヶ谷市立図書館、八千代市立図書館の中央図書

館が指定管理者制度を導入している。 

 統廃合等については、市全体の公共施設の適正配置計画の中で図

書館の統廃合や新設など色々な可能性を含め、適性な配置を示した

いと考えている。 

〈委員〉  図書館内にヤングアダルトコーナーが設けられていない。あって

も非常に小さいスペースになっているので充実を図ってもらいた

い。 

〈事務局〉  小倉台図書館にはヤングアダルトコーナーを設けているが、本来

は中高生が来館し一緒に何か作業をして図書館を盛り上げていく

ことがヤングアダルトコーナーの充実と考えている。まずは図書館

に来ないヤングアダルト層へ情報発信をし、来館を促すことが課題

と考えている。 

〈委員〉  大人のためのブックリストはホームページに掲載しているか。 

通年掲載し、リクエストにリンクするようにすると使いやすいと
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思うがどうか。 

また、ブックリストに掲載されている本を図書館入り口付近にま

とめて展示すると、すぐ手に取れ分かりやすいのではないか。 

〈事務局〉  ホームページの開催事業の紹介コーナーに掲載していたが、現在

は掲載していない。 

 通年掲載とリクエストへのリンクは検討する。 

〈委員〉  小学校の授業に英語が取り入れられ、市内にも外国人が増えてい

る。また２０２０年には東京オリンピックも開催されることから、

新しい試みとして英語の読み聞かせ事業を実施を検討してもらい

たい。新しい読書習慣のすそ野が広がると思う。 

  

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（２）のうち「平成３０年

度運営方針（案）」は原案のまま了承し、「平成３０年度事業計画（案）

について」は、事務局で「平成３０年度運営方針」と、委員の皆さ

んの意見を可能な限り反映してもらい、平成３０年度第１回協議会

に諮るという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３０年度運営方針（案）」は了承されました。また、「平成３

０年度事業計画（案）について」は、平成３０年度第１回協議会の

議題とすることとします。 

  

議題（３）印西市立図書館設置条例施行規則の一部改正案について 

〈委員長〉  「印西市立図書館設置条例施行規則の一部改正案について」、事

務局より説明をお願いします。 

〈事務局〉 （印西市立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について【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〉  職制の変更により図書館職員の仕事が変わるか。 

〈事務局〉  いわゆる肩書が変わるだけで図書館職員の仕事は何も変わらな

い。今回の職制変更の目的は肩書を変えることではなく、現在のス

タッフ職からなる班制からライン職を明確にする係制に移行する

ことが目的。ただし、図書館は６館体制をとっているため係制がな

じまないことから現在の班制のままとなるもの。 

〈委員〉  雑誌の貸出期間の延長を認めることとした理由は何か。 

〈事務局〉  利用者からの要望に応えることと図書館サービスの拡大を目的
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として改正するもの。 

  

〈委員長〉  他にご意見がないようですので、議題（３）「印西市立図書館設

置条例施行規則の一部改正案」は、ご了承をいただくことでよろし

いでしょうか。 

（全員挙手で賛成の意） 

〈委員長〉 「印西市立図書館設置条例施行規則の一部改正案」は、了承されま

した。 

  

議題（４） 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

か。 

〈事務局〉 特にございません。 

〈委員〉  （議題提案なし） 

  

〈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３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３０年 ３月２６日 印西市立図書館協議会 

 

                    委員  関根 清美 


