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平成３０年度第１回印西市立図書館協議会会議録 
 

開催日時 平成３０年７月４日（水） 午前１０時００分から午後０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：逆井委員、山下委員、上島委員、熊谷委員、櫛田委員、

倉沢委員、石渡委員、日下委員、川桐委員、 
     事 務 局：大木教育長、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、高木小林図書館分館長、本多そ

うふけ図書館分館長、川村印旛図書館分館長、須藤本埜

図書館分館長、斉藤主査、阿久津主査、稲垣主査、仲山

主任主事 
欠席委員 佐藤委員 
傍 聴 者  １ 名 
会議内容 １．開会  
     ２．教育長あいさつ 

３．委員自己紹介 
４．事務局自己紹介 

     ５．委員長及び副委員長選任 
     ６．委員長あいさつ 
     ７．図書館概要説明 
     ６．議事 
      （１）平成２９年度図書館事業報告について 
      （２）平成３０年度図書館事業計画について 

（３）印西市立図書館サービス評価指標について 
（４）その他 

     ７．閉会 
資 料 １．平成２９年度図書館事業報告に関する資料【資料１】  
     ２．平成３０年度図書館事業計画に関する資料【資料２】 
     ３．図書館サービス評価指標に関する資料【資料３】 

４．印西市立図書館設置条例・施行規則 
５．県内公立図書館サービス指標（平成２８年度） 
６．印西市立図書館利用案内、図書館カレンダー、図書館マップ 

     ７．としょかんつうしん（第１００号・第１０１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】 
【任命書交付】教育長より交付 
 
平成３０年度第１回印西市立図書館協議会開会 
【教育長あいさつ】 
【委員自己紹介】 
【事務局自己紹介】 
【委員長及び副委員長選任】 
〈事務局〉 選出につきましては、規則により委員の互選によるとなっており

ますが如何いたしましょうか。 
〈委員〉 事務局から案を示していただきそれにより選出をしてはいかが

でしょうか。 
〈事務局〉 事務局案といたしまして、委員長に倉沢委員を、副委員長には 

熊谷委員を推薦いたします。よろしくご審議を賜りますようお願

いいたします。 
〈委員〉 意義なし 
〈事務局〉 委員長に倉沢委員、副委員長に熊谷委員が選出されました。よろ

しくお願いいたします。 
【委員長あいさつ】 
【教育長退席】 
【資料の確認】 
【図書館概要説明】 
〈事務局〉 県内公立図書館サービス指標、印西市立図書館利用案内、図書館

マップ等により説明。 
  

【議事】 
〈事務局〉 議事進行につきましては、印西市立図書館設置条例施行規則 

第２１条の規定により、委員長が議長となることとされておりま

すので、倉沢委員に議長をお願いいたします。 
〈議長〉 はじめに、本日の会議録署名委員の氏名を行います。 

名簿順にお願いしたいので逆井委員を指名させていただきます。 
議題（１） 平成２９年度図書館事業報告について 
〈議長〉  「平成２９年度図書館事業報告について」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〉  資料１により説明 
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〈委員〉 たくさん事業を行っているが、参加者が１桁台のものがある。続

ける必要があるのか。または、周知が足りないのか、PR 方法は 
他にないのか。 
刊行物の部数、印刷数はどのくらいか。 

〈事務局〉  定員を少なく設定している事業もある。事業によっては、参加

者２人に対して職員が１人ついて対応しなければならない。その

ため、定員を少なく設定している。いろいろな事業を実施するこ

とによって実体験を通して、図書館に興味をもってもらい足を運

ぶ回数が増えてくれればと思います。 
  刊行物の部数については、確実な数はわからないが、「としょ

かんつうしん」は毎号２００部くらい印刷をし、各館、市の各施

設、学校などに配布をしている。 
〈委員〉 ２９年度に新規に行った事業はあるか。また、２８年度と２９

年度を比較して成果があった事業はあるか。 
〈事務局〉  小倉台図書館で行った「スクラップブッキング」、大森図書館

で「収納に関する講演会」を行った。以前にも、読み聞かせ等の

講演会は行っていたが、今回初めてのテーマで講演会を行った。

他に「大人のためのブックリスト」を作成し配布した。 
成果というものからはずれてしまうが、２８年度は、「本の福袋」

という事業名から１月初旬に行っていたが、年末年始の休みの時

期にゆっくりと本を読んでいただこうということで、２９年度は

事業の実施を１２月末に変更した。 
〈委員〉 １２月に大森、小倉台、本埜図書館で「クリスマス会」があり

参加者が多いようだが、そうふけ図書館は３月に「おはなし会ス

ペシャル」を行うので、クリスマス会は行わないのか。場所がな

くて行わないのか。 
〈事務局〉  お話のとおり３月に「おはなし会スペシャル」を行うのでそち

らをメインの事業と考えている。同じ施設の中に児童館もあり、

クリスマス会などの催しが行われる。集客数なども関わってくる

ためである。 
〈委員〉  募集人数に対して応募人数が多い事業、キャンセル待ちが出る

事業、どのような事業が集中するのか聞きたい。 
〈事務局〉  「図書館探検隊」は人気で、キャンセル待ちがでる。市内の児

童を優先し受付している。また、「DNA わくわく実験講座」や「ス

クラップブッキング」なども予想を上回る応募があった。児童向

けの事業は人気がある。 
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〈委員〉  キャンセル待ちは受け付けているのか。 
〈事務局〉  キャンセル待ちも受け付けており、参加できなくなった場合は

１週間前までに連絡を入れるよう説明しており、キャンセルが出

た場合は繰り上げている。 
〈委員〉  イベント事業の告知方法は。 
〈事務局〉  基本的に市の広報やとしょかんつうしんでお知らせしている。

各館にチラシを掲示、図書館ホームページでもお知らせしてい

る。児童向けの事業の時は、近隣の学校にチラシを配布している。 
〈議長〉  他にご意見がないようですので、議題（１）「平成２９年度図書

館事業報告について」は、ご了承をいただくことでよろしいでし

ょうか。 
（挙手で賛成の意） 
〈議長〉 「平成２９年度事業報告について」は了承されました。 
  
議題（２） 平成３０年度図書館事業計画について 
〈議長〉  「平成３０年度図書館事業計画について」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） 
〈議長〉  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〉 １２月下旬に行われる「本の福袋」の事業は大森図書館だけで

あるが、他の館でも行うことはできないか。 
〈事務局〉  今年度は大森図書館のみの実施になる。 
〈委員〉  「子どもの読書週間事業」の期間は、子どもの来館数は増える

のか。 
未就学児の保護者から図書館に行きたくても、子どもが声を上げ

てしまうので行けないとの話があった。声を出してもいい時間を

作ってもらえたらいいと思うが。 
〈事務局〉  「図書館クイズ」を行っている時期は、子どもの来館者数が増

え、カウンターも賑やかになってしまう。赤ちゃんタイムや子ど

もが声を出してもいい時間帯を設けている他の図書館もある。小

倉台図書館で言えば、おはなし会の後などは、興奮している子供

たちがいて賑やかになっている。そういう時間帯は来館者にご理

解ご協力をいただくための掲示をしてもいいのかと考えている。

職員と協議していきたい。 
〈委員〉  H２８年度の県内公共図書館サービス指標によると、１人当た
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りの蔵書冊数は５．８冊、個人貸出登録率は平均を下回るとのこ

とだが、どういう年齢層が利用しているのか見えない。どのくら

い登録者数を増やし、そのためにはどのような事業をしていくの

か、目標と事業を連動させると、計画と実績が見え評価がしやす

い。 
〈事務局〉  利用の多い年齢層は、５０才代台から高齢の方、また３０才代

の親子で、１０代、２０代前半の利用は少ない。開館時間の問題

など、事業の他に運営の話にもなってくる。開館している時間帯

に来れない世代に、どう働きかけていくかが課題である。 
〈委員〉 匝瑳市、佐倉市、木更津市、山武市など個人貸出登録率が高いが、

要因を聞き取ったりしているか。 
〈事務局〉 個人貸出登録率の数値の出し方が統一されていない。当市は市

内利用者のみの数値になるが、市外利用者も含めた数値の自治体

もある。学校が利用する際に児童すべてに図書館カードを発行し

ているところもある。また、利用者データを当市は３年利用がな

かったデータは削除するが、自治体によっては削除しないなど、

利用者データの保管期限が異なることでも数値が変わってくる。

個人貸出登録率をどう見るかは難しいところがある。佐倉市につ

いては、中学校に隣接している図書館があり、利用しやすい環境

にある。 
〈議長〉  他にご意見がないようですので、議題（２）「平成３０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。 
（全員挙手で賛成の意） 
〈議長〉 「平成３０年度事業計画について」は了承されました。 
  
議題（３） 印西市立図書館サービス評価指標について 
〈議長〉  印西市立図書館サービス評価指標について」事務局より説明を

お願いします。 
〈事務局〉 （資料３により説明） 
〈議長〉  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〉 図書館からの情報発信の指標で、メール・SNS の活用を検討す

るとあるが、これまで検討したのか。あるいはできる環境ではな

いのか。 
〈事務局〉 具体的にどのようにするか検討までいっていない。 
〈委員〉 携帯電話を持ってない人はいない。フェイスブックやツイッタ
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ーに図書館の情報を書き込めば情報が入る。紙媒体に比べて発信

力があるので、積極的に考えていってほしい。 
〈事務局〉 メール SNS の活用については、図書館単独ではできないので、

情報管理課に協議をしていく必要がある。セキュリティの問題も

あるので、セキュリティ運用などを作成しないといけないと思

う。 
〈委員〉 団体貸出が減少傾向にあるとのことだが、学校から依頼すると

約２週間お待ちくださいと言われる。内容を細かく話さないとい

けない。２週間待つと単元が終わってしまうため、その場で必要

な時は、図書室で調べたり自分たちで図書館に行って調べてもら

っている。図書館に足が向かないようで、図書室を利用する児童

が多い。 
〈事務局〉 学校で支障がでているのか。 
〈委員〉 そういうことはないが、すぐに資料が集まらないと面倒になっ

てしまい利用をやめてしまうことになってしまっている。 
〈委員〉 団体貸出の件で、必要な時期が重なってくることが、目標が達

成できない要因の１つだと思う。学校としても、年間指導計画を

立てたなかで働きかけをしていくので、団体貸出の利用について

周知をする機会を設けてほしい。また、他の教員も目にできるよ

うなマニュアルを作っていただければと思う。 
〈事務局〉 学校との連絡会議の際に案内はさせてもらっているが、もう少

し PR が必要と思う。図書館として時間をいただきたいのは、資

料を必要な冊数集めるのに１館では難しく、全館から収集するよ

うになるため、時間が必要になる。 
学校間での資料の貸し借りはあるのか。 

〈委員〉 乱雑になってしまうので、行っていない。場合によってはやる

こともある。学校間で情報提供はしている。 
〈事務局〉 学校司書がおり図書室の利用が上がっている。団体貸出につい

ても、もっと利用していただくために先生方の意見を聞いて、ど

のように提供したらよいか考えていきたい。年３回参加させても

らっている連絡会議の中でお互いの現場の状況を話し合い充実

させていきたい。 
〈委員〉 図書資料購入実績について、７３％で目標が達成できなかった

とあるが、使わなかった予算はどうなったのか。 
〈事務局〉 予算はほぼ使い切っている。予算要求どおり予算がつかない。

７３％とは、３１年度目標に対しての数値になる。 
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〈委員〉 予算は増加傾向にあるのか。 
〈事務局〉 要求はしているが、横ばいの状況となっている。 
〈委員〉 以前、電算システムの更新があって費用がかかったため、他の

予算が抑えられてしまったとの話があったが現在はどうなのか。 
〈事務局〉 システムは必要であるということで予算をつけてもらった。そ

のために図書購入費が減っていることはない。システムは２７年

度に更新し５年契約で保守業務を行い管理している。 
〈議長〉  他にご意見がないようですので、議題（３）「図書館サービス評

価指標について」は、ご了承をいただくことでよろしいでしょう

か。 
（全員挙手で賛成の意） 

〈議長〉 「図書館サービス評価指標について」は了承されました。 
  
議題（４） その他 
〈議長〉  次にその他について、何か議題にすることはありますか。 
〈委員〉  人口１０万人達成して、市全体で盛り上げようとしているが、

図書館として何か企画しているのか。 
〈事務局〉  現時点では、図書館では１０万人達成に関わる特別事業は予定

していない。大森図書館２０周年記念の際には、大森図書館にお

いて絵本作家を呼んで講演会を行ったが、今年度は特別には予定

していない。 
〈事務局〉 事務局からよろしいでしょうか。 

文化ホールと大森図書館について老朽化に伴う大規模改修を

計画しております。今年度は自主設計を行います。詳細につきま

しては決まり次第、委員の皆様には報告させていただきます。 
  

〈議長〉  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。 

【その他】 
〈事務局〉 次回協議会の予定につきましては、１１月中旬ごろを予定して

います。日時の詳細については決定次第ご連絡いたします。 
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３０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。 
  



 

 8 

 
 
 平成３０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３０年 ７月３０日 印西市立図書館協議会 
 
                    委員 逆井 俊彦 


