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令和元年度第１回印西市立図書館協議会会議録 
 

開催日時 令和元年７月３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：石川委員、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、佐藤委員、川桐委員、 
     事 務 局：小那木生涯学習課長、遠藤大森図書館長、五代大森図書

館副館長、岩井小林図書館分館長、本多そうふけ図書館

分館長、横山印旛図書館分館長、伊藤本埜図書館分館長、

斉藤主査、稲垣主査、阿久津主査、須藤主査 
傍 聴 者  １ 名 
会議内容 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．議事 
      （１）平成３０年度図書館事業報告について 
      （２）令和元年度図書館事業計画について 

（３）第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成３０年度報

告）について 
（４）その他 

     ７．その他 
     ８．閉会 
資 料 １．平成３０年度図書館事業報告に関する資料【資料１】  
     ２．令和元年度図書館事業計画に関する資料【資料２】 
     ３．第３期印西市立図書館サービス評価指標に関する資料【資料３】 
     ４．としょかんつうしん（第１０６号・第１０７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】 
【あいさつ】 
【委員紹介】 
【職員自己紹介】 
【会議録署名委員の指名】 
〈進行〉 会議録署名委員の指名から議題までの間、倉沢委員長に議長をお

願いいたします。 
〈議長〉 それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。 

会議の円滑な進行にご協力をお願いします。 
〈議長〉 はじめに、本日の会議録署名委員の指名を行います。 

名簿順にお願いしておりますので、今回は熊谷委員を指名させて

いただきます。 
【議題】  
議題（１） 平成３０年度図書館事業報告について 
〈議長〉 それでは、議事に入りたいと思います。「平成３０年度事業報告」

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 
〈事務局〉 （平成３０年度図書館事業報告【資料１】に基づき説明） 
〈議長〉 事務局より説明がありましたが、この内容に関しまして質疑等が

ございましたらお願いします。 
〈委員〉 図書館で図書の保存年限は定めているのか。それによりブックリ

サイクルに出しているのか。 
〈事務局〉 図書については保存期限を定めていない。雑誌は、２年から３年

経過したものを、新聞は１年くらい経過したものをリサイクルに

出している。 
〈委員〉 ブックリサイクルに出す本の選定基準はあるのか。 
〈事務局〉 本の内容が古くなったものや、古いもので利用が最近ないものな

どになる。除籍する際には、他の公立図書館に所蔵があるか確認

し、あるものは除籍し、ないものは保管するようにしている。 
〈委員〉 図書館を利用している人は年齢層が高い人が多い。子供向けの企

画が多いようだが、大人向けの企画を増やしてはどうか。 
〈事務局〉 ご意見として伺う。 
〈委員〉 読書週間の事業など良い企画がされているが、どのように事業の

宣伝をしているのか。 
〈事務局〉 広報や図書館ホームページ、図書館内でのポスターの掲示、とし

ょかんつうしんに掲載、チラシを市内施設に配布して周知をして
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いる。 
〈委員〉 事業の期間中は、来館者数は増えているのか。 
〈事務局〉 事業によって参加人数が少ないものもある。統計をとっていない

こともあるが、来館者数に大きな変化はないと思う。 
〈委員〉 良い企画の事業を行い、周知をしていても来館者数が伸びないの

は、他に課題があるのではないか。 
〈委員〉 実績報告の成果には、多くの人に興味を持ってもらうことができ

たとの報告があるが、その文言からすると来館者数の伸びと関連

するように思う。 
〈事務局〉 読書週間事業の際に来館できない方も図書館に興味を持っても

らえるよう、図書館ホームページに展示した図書のリストを掲載

している。 
〈委員〉 ブックリサイクルについて、残った本はどのようにしているの

か。 
（事務局） 残った本は、しばらくの間、館内にリサイクルコーナーを設けて、

配布をしている。それでも残ってしまったものは、廃棄している。 
〈委員〉 計画を立てる際に、平成 30 年度はどの事業に力を入れていこう

と考えていたか。その成果は。この企画は予想外に良かったとい

うもの、この企画は伸びなかったというものについて、報告をい

ただけるか。 
〈事務局〉 事業の企画は各図書館で行っている。今年度については、「本の

ちょい直し講座」を本の修理に興味がある方向けに行った。 
「本のおみくじ」は小倉台図書館で初めて行い、多くの子供たち

が参加してくれた。 
〈委員〉 大人向けの企画をどのように増やしていくかということも考え

てほしい。 
〈議長〉 他にご意見がないようですので、議題（１）「平成３０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。 
（挙手で賛成の意） 
〈議長〉 「平成３０年度事業報告について」は了承されました。 
  
議題（２） 令和元年度図書館事業計画について 
〈議長〉  「令和元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〉 （令和元年度図書館事業計画【資料２】に基づき説明） 
〈議長〉  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
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ましたら、お願いします。 
〈委員〉 【講師派遣】の中の「認知症サポーター養成講座」での読み聞か

せの対象者が小学生となっているが、正しいのか。 
〈事務局〉 高齢者福祉課が行う小学校で開催する講座の中で、読み聞かせを

図書館職員に行ってほしいとの依頼があった。 
〈委員〉 【共催事業】の、小林図書館の「クリスマス会」は小林親子読書

会も事業に参加するが掲載されていない。 
〈事務局〉 掲載が漏れていたので、追加修正する。 
〈委員〉 ゴールデンウィークや夏休みのような長い休みは、来館者は増え

るのか。 
〈事務局〉 ゴールデンウィークを挟んで図書館クイズ等を行ったが、期間中

は通常より子供の数が多かったと思う。 
〈委員〉 【学校関係】の「スクール便」の本の選定は図書館が行っている

のか。学校でどのように読まれたか把握はしているのか。連携は

とれているのか。 
〈事務局〉 配本する図書の選定は図書館が行っている。分野は読みもの、調

べもの等になる。学校図書館司書連絡会で「スクール便」につい

て議題にしており内容等は、その中で打ち合わせした形で実施し

ている。 
〈委員〉 「スクール便」のシステムは理解しており、活用している。 

図書の選定は図書館で行われているが、人気のある本で予約がた

くさん入るような本はないが、学校の図書室にはないような珍し

い本を選んでくれているようなので、学校の本と重複するような

ことはない。生徒の反応や感想など伝える手段がない。連絡ノー

トのようなもので伝えることができればと思う。 
〈委員〉 小学校は、低学年、中学年、高学年用と３つに分けて配本される。 

それぞれ児童たちが興味を持てる本を用意してくれている。 
返却の時のファイルに感想を書けるスペースを作り書き込める

ようにしてはどうか。 
〈委員〉 講師派遣など学校から図書館に依頼できるということがわかっ

た。ブックトークや講師派遣は、「依頼があれば行う」となってい

るが、どのように依頼をするのかなどの方法が広く伝わること

で、より活用されるのではないか。PR については協力をしてい

きたい。 
〈委員〉 そうふけ図書館は５時で閉館になっている。仕事に行っている人

の利用ができない。延長するためには、どのくらいの予算、人力
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が必要になってくるのか 
〈事務局〉 そうふけ図書館は、他施設との複合館となっている。毎週水曜日

はサークルなどの利用があれば公民館は開館しているが、警備上

の問題や、安全面、職員体制など整理しないといけないことが多

くあるので、検討が必要と考えている。 
〈委員〉 検討というのはいつから始めて、いつ頃を目途にというのがある

のか。警備は昼間と夜間とでは変わるのか。 
〈事務局〉 現在、そうふけ公民館の夜間開館時は、シルバー人材センターの

方が１人で警備をしているが、図書館を開館するとなると不特定

多数の来館があり、防犯体制を強化するため人員を増やすことに

なり、その予算が必要になってくる。また、市内の図書館の現状

では、大森図書館・小倉台図書館で午後７時までの夜間開館を行

っており、そちらでの利用をしていただくことで、検討はされて

いない。 
〈議長〉  他にご意見がないようですので、議題（２）「令和元年度事業計

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。 
（挙手で賛成の意） 
〈議長〉 「令和元年度事業計画について」は了承されました。 
  
議題（３） 第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成３０年度実績）に

ついて 
〈議長〉 第３期印西市立図書館サービス評価指標について（平成３０年度

実績）について」事務局より説明をお願いします。 
〈事務局〉 （第３期印西市立図書館サービス評価指標（平成３０年度実績）

【資料３】により説明） 
〈議長〉 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〉 数値が違っている箇所がある。区分２（３）平成 30 年度実績の

数値、 
区分３（２）、区分６、７、８それぞれ平成 29 年度実績の数値が、 
13 ページ～14 ページの数値と違っている。 

〈事務局〉 確認をして修正する。 
〈委員〉 パスファインダーの作成件数 0 件であるが、担当者がいるのか。 

市民から要望があって作成するのか。あるいは図書館が事前に作

成するのか。 
〈事務局〉 作成担当はいない。市民からの要望による作成ではない。 
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〈委員〉 区分１（１）資料購入費は、「目標が達成できなかった」となって

いるが、平成 30 年度は予算が確保できなくて目標が達成できな

かったということでいいか。 
〈事務局〉 そういうことになる。 
〈委員〉 実績の数値からみて目標値が減になっている項目があるが、どう

してか。 
〈事務局〉 目標根拠のとおり設定したものになるので、実績が大きくなって

いる項目もある。 
〈委員〉 「実績・成果」にある割合は、平成 31 年度に対しての割合にな

るのか。平成 31 年度目標に近づけていくという考え方でよろし

いか。 
〈事務局〉 平成 31 年度の目標に対しての達成率になる。 
〈委員〉 目標が達成できなかった項目で、優先的に力を入れないといけな

いと考えている項目はなにか。 
〈事務局〉 図書資料を充実させるための資料購入費の確保が重要と考えて

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。事務局

からありますか。 
〈事務局〉 ありません。 
〈議長〉 委員の皆さんから議題にすることはありますか。 
〈委員〉 大森図書館の駐車場の白線が消えかかっているため、駐車しにく

い。整備してほしい。 
〈委員〉 小倉台図書館の駐車場が混んでいることが多い。路上駐車をして

いる車もあるが把握はしているか。対策は考えているか。高齢者

のドライバーも多いので、早急に考えたほうがいい。 
〈事務局〉 状況は把握している。混んでいるときは、駐車場に出て声掛けを

している。駐車場の確保については、難しいところがあるので、 
状況を把握し注意していきたい。 

〈議長〉 他に意見がないようですので、以上をもちまして、本日の議事は 
 すべて終了しました。議長の任を解かせていただきます。 
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【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。 
【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、令和元年度第１回印西市立図書館協議会を

終了させていただきます。 
  

 
 
 令和元度第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。 
 
  令和元年７月２０日 印西市立図書館協議会 
 
                    委員  熊谷 徳子  


