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         平成２８年度 第１回 四街道市立図書館協議会会議録         

 

日  時   平成２８年１１月１７日（木）午後２時００分～午後３時１５分 

場  所   四街道市立図書館 ３階会議室 

出席委員   和田会長、髙野委員、矢田部委員、越島委員、安井委員、仲委員、岡部委員、 

鳥谷委員 

欠席委員   大野委員、中津川委員 

事 務 局   髙橋教育長、小髙教育部長、竹内図書館長、小野主幹、阿部主査、 

渡邊主査補、月田主査補 

傍 聴 人   １名 

 

【会議次第】 

1. 開 会 

2. 委嘱状交付 

3. 会長あいさつ 

4. 教育長あいさつ 

5. 会議録署名人の指名 

6. 会議の公開等 

7. 報告・協議事項等 

（1） 報告事項 

  図書館の運営状況について 

  ・図書館の管理運営形態にかかる教育委員会会議の議決結果 

  ・平成２７年実績（図書館年報）について 

  ・利用者アンケート結果について 

（2） 協議事項 

  図書館運営方針の策定について 

（3） その他 

8. 閉会 

 

【会議経過】 

1. 開 会 

2. 委嘱状交付 

3. 会長あいさつ 

4. 教育長あいさつ 

5. 会議録署名人の指名 

  ・会議録署名人は、髙野委員を会長より指名 

6. 会議の公開等 

  「会議の公開等」を竹内館長より説明。 
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（和田会長）  ただいま説明がありましたが、ご質問はございますか。なければ次に移ります。

本協議会の取り扱いについては、ご理解いただけたということでよろしいでしょ

うか。それでは次に進みます。次は審議事項等ですが、ここで本日の会議の公開

非公開を決定したいと思います。会議次第や資料からは公開でよろしいかと思い

ますがいかがでしょうか。それでは本日の会議は公開とします。次に資料の配布

ですが、運営方針の案についてはこれからの検討により内容が変わるので閲覧の

みとし、他の資料については問題がないと思いますので配布するということでよ

ろしいでしょうか。それではそのように決定します。本日の傍聴人はいますか。 

（事務局）   傍聴人は１名います。 

（和田会長）  それでは傍聴人の入室を許可します。 

        傍聴される方は事務局から渡された傍聴要領を遵守の上傍聴されますようお願

いします。 

  7. 報告・協議事項等 

（和田会長）  次第の７（１）報告事項、図書館の運営状況について事務局より説明をお願いし

ます。 

    「図書館の管理運営形態にかかる教育委員会会議の議決結果」を竹内館長より説明。 

    「平成２７年実績（図書館年報）について」及び「利用者アンケート結果について」を小 

    野主幹より説明。 

（和田会長）  ただいま事務局から（１）報告事項、図書館の運営状況について説明がありまし

た。何かご質問がある方はいますか。いなければ私が聞いてもよろしいですか。

レファレンスでその場だけで対応ができずに持ち越してしまったような事例は

ありましたか。 

（事務局）   調査を要するものは市職員が担当しますが、当館だけで解決できないものは若干

数あったと思います。県立図書館や国立国会図書館の蔵書または検索ツールなど

を使い、数日かかっての解決ということもありました。 

（安井委員）  私がお願いした件で、どこの新聞かわからない記事が手元にあったので調査をお

願いしたら、最終的には山形県立図書館ホームページでわかりましたということ

で、１週間くらいかかって回答をいただきました。 

（和田会長）  地方新聞に載った記事だったのですか。 

（安井委員）  地方紙の地方版です。 

（和田会長）  他に質問はありますか。なければ次に進みます。 

        次第の７（２）協議事項、図書館運営方針の策定について事務局より説明をお願

いします。 

    「図書館運営方針の策定について」を竹内館長より説明。 

（和田会長）  ただいま事務局から協議事項、図書館運営方針の策定について説明がありました。

何かご質問やご意見がある方はいますか。 

（安井委員）  この運営方針という９ページもある立派な冊子なのですが、これは毎年作成する

のですか。そうではなくて何年かに一度改訂するといったものとなるわけですか。 
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（事務局）   こちらは図書館がどのように運営し、サービスを行っていくかその姿勢を市民の

皆様、図書館の外へ向けて発信する方針ですので、長期に取り組む目標として定

めたいものです。大きな方針の下に年次計画がそれぞれあり、具体的には３ペー

ジ目の施策の１番にありますが、これに基づいた年次計画をその年毎に立ててい

くということになります。具体的なことは年次計画の中に盛り込みたいと思って

います。 

（和田会長）  他に何か質問はありますか。 

（髙野委員）  ７ページの一番上に移動図書館の学校訪問の実施とあるのですが、２学期に移動

図書館にお出でいただき、低学年だったのですが、とっても子どもたち喜びまし

て、想像していた以上に喜びました。移動図書館の学校訪問はどの程度今されて

いるのですか。 

（事務局）   今年度から３ヶ年計画で１年につき４回の移動図書館訪問を予定しています。 

（髙野委員）  始めて学校の要請が増えてくるようであれば、拡大をご検討いただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

（和田会長）  他にご質問等はありますか。 

（岡部委員）  ７ページの下の段の方４行目に、この図書館協議会はあまり市民参加とは言えな

いので、何か市民参加の仕組みづくり、具体的にはまだ考えてはいませんか。例

えばどういう形で市民に図書館運営に参画してもらうかということなのです。下

の段に図書館サポーター制度というのが出ていますのでそれに関連して何か市

独自の市民に運営に参加してもらう仕組み、例えば美術館は友の会形式で手伝っ

てもらっています。何かお考えがあれば、お聞かせください。 

（事務局）   現在、図書館サポーターとして読み聞かせのボランティアの方、また資料リサイ

クルの準備のボランティアの方に活動していただいています。この活動を拡大し

て、最近増えています幼稚園や保育園への外部の読み聞かせ、地域の子育て団体

への読み聞かせなどに、技術を持った市民の方々と一緒に事業を進めていって、

図書館の活動を市民の手で盛り上げていきたいというのが大きな目標です。また、

４番の市民参加型の図書館とは直接結びつかないのですが、昨年より館長への手

紙というものを館内に常設しました。職員には直接声をかけづらいけど実はこう

いう希望があるというお声をいただく投書箱を設置しまして、望んでいることを

実現できるような図書館づくりに取り組んでいきたいと思っております。 

（仲委員） 子ども読書推進会議のところでボランティア協会に登録をという話が出ていた

のですが、図書館が窓口になってどういうボランティアができるということを受

け入れてくれたら良いなと思います。 

（事務局）   今年、子どもの本の学習講座を履修の方、その学習講座の受講が終わった履修者

の方に、私たちと一緒に読み聞かせに行きませんかというご案内をお配りして、

一緒にやっていただける方を募っているところです。また、ボランティアセンタ

ーにも図書館サポーターとして登録を終え、ボランティアセンターとのつながり、

福祉センターに係わる仕事とのつながりというものもこれから発生してくるの



4 

 

ではないかと思っています。 

（仲委員）   その図書館サポーターは増えてきたのですか。 

（事務局）   少しずつ増えているのがリサイクルの方。子どもの本の読み聞かせの方はなかな

かマッチングが難しい状態です。吉岡小学校では読み聞かせのボランティアの方

が少なくなってきていると伺い、お声かけをしたのですが、やはり通われるのが

難しく、マッチングができなかったということがありました。 

（和田会長）  他にご質問等はありますか。 

（安井委員）  先程館長への手紙の話がありましたが、階段のところに貼ってあった子どもたち

の手紙に館長さんが答えた手紙を拝見したのですが、かわいい字で質問が書いて

あります。手間かもしれませんが館長さん直筆でどうですか。その方があったか

いような気がしますが、希望です。 

（鳥谷委員）  年報と一緒に送っていただいた中に小さい紙で四街道北高等学校の図書委員の企

画のお知らせを入れていただいて、たまたま四街道北高校で司書をしている方と

知り合いで、こういうものを貰ったと連絡をとったら、図書委員の人たちもすご

く活動に自信を持って、図書館に飾っていただいたことをとても喜んでいると連

絡いただいたのですが、どういうように実現、経緯はどんなふうだったのですか。 

（事務局）   昨年より鳥谷委員から市内に４校も高校があるのにという指摘いただいたことも

深く心に残っていました。図書館に間違って四街道北高校の本が返却されたこと

をきっかけに、四街道北高校に本を届けました。そこで見学させていただき、学

校司書の先生と話をする機会ができて、毎年９月の文化祭で図書委員が制作して

いる推薦図書のポスターを拝見しました。非常に色彩のセンスがよく、手作りで

丁寧に作られていたこと、高校生はこんな本を読むんだということで、高校生は

本を読まないと思われがちですが、高校生がこのような本を薦めているというこ

とを知り、是非学園祭が終わった後、お借りできないかとお願いしたところ、四

街道北高校の先生方に快く承諾をいただいて、学校での掲示期間が終わった１１

月の初めから１ヶ月ほどですが、掲示させていただけることになったのが経緯で

す。 

（鳥谷委員）  それで四街道北高校の方が見に来られましたか。 

（事務局）   見ている方は市民の方ですが、来週文化センターで催しがあるので、その時に生

徒が見てくれるのではないかと先生が話されていました。 

（鳥谷委員）  たまたま家にも高校生が２人いまして小さい紙を見せたら、これ読んだこれ面白

いのかな、なんて、きっかけさえあれば本を通じてコミュニケーションをとった

り、みんなが薦める本を読んでみようというふうになるかなと、とても良い企画

だと思っていました。 

（事務局）   今後も毎年続けていきたいと思っています。また、会議が終わりましたら既にご

覧いただいた委員の方もいるかと思いますが、マジックで書いてあるのではなく、

漢字を切って貼り付けてあるすごく細かい仕事がしてありますので是非じっく

りとご覧いただければと思います。 
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（岡部委員）  確認ですが、９ページの一番下です。図書館費の充実、市民１人あたりの図書購

入費を県平均額以上確保、県の平均はいくらですか。四街道市はいくらくらいで

すか。 

（事務局）   およそ四街道市の平均購入額が２１４円で、その時の県の平均が１８０円くらい

です。人口１人あたりの換算ですので本を買う価格とは考えにくい価格なのです

が、現在３０円あまり上回っているところです。 

（和田会長）  ６ページですが、返却ポストの設置というのは、既にある分の他に増設すること

はあるのですか。 

（事務局）   増設につきましては、返却ポスト本体の確保も問題になるのですが、館長への手

紙で四街道駅にあって物井駅にないというお声もあり、物井駅の自由通路は四街

道市の管理であることから、自由通路であれば置けるのではないかということで、

委託契約でブックポストの回収箇所は２ヶ所増には対応するように盛り込んで

ありますので、ご希望のあるところに増設できるように、また物井駅への設置努

力を続けていくということで書かせていただいています。 

（和田会長）  中長期的な方針ということの中に私が心配しているのは、移動図書館の車が耐用

年数が過ぎてしまうのではないか、過ぎた場合に更新ができない可能性が高いと

思うのですが、小学校に移動図書館車が行くという活動を広げれば広げるほど稼

働率が高くなって、消耗が早くなるという逆の心配もするのですが、そういうど

ちらかというとマイナスの面に関して、方針だから表向きの前面向いている方だ

けを書けばいいのでしょうが、少し脆弱な部分があると思います。 

（事務局）   確かに今のままの活動では移動図書館車の買い直しというのは難しいかもしれま

せん。今年から吉岡小学校にも回っているのですが、特に子どもたちへのサービ

スを広げていくことで、移動図書館の役割、価値を高めて、新しい移動図書館車

の獲得をむしろ目指していきたい、移動図書館の活動の幅を広げていきたいと思

っています。成果が上がったものについては、予算の要望に対して検討をしても

らえるものと考えたいと思っています。 

（和田会長）  是非そうしていただきたいです。 

        机上の空論ばかりを書かないということが基本的なことだと思うのですが、やは

り図書館の建物自体の老朽化と分館という考え方ということには全く触れなく

ても良いのですか。 

（事務局）   図書館の建物の修繕等については、市で市全体の施設の見直しをしていまして、

来年の３月に結論が出るようになっています。図書館の建物も計画では平成３１

年度に大規模改修する計画になっていますが、市の方では各課の今ある計画を全

部見直すということで進めていまして、こちらにはそういう修繕関係は財政部局

の方で予算の裏付けがないと載せられないということで載せていません。 

（和田会長）  他に質問はありますか。 

（安井委員）  ４ページの上の３番の利用しやすい館内の表示やレイアウトの改善美化とありま

す。それと６ページの６番ヤングアダルト世代へのサービスの充実、読書啓発。
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これをセットにして考えてヤングアダルトを一般の方に書架を作ってほしいと

希望します。具体的にレイアウト変えましょうという案はあるのですか。 

（事務局）   今保有する設備、資材をもう少し有効に活用する道というのを考えたいと思って

います。また、貼りっぱなしほったらかしというようなサインを数年ごとに見直

してきれいに整えて新鮮味を出すことや、ヤングアダルトサービスについては四

街道北高校とのつながりで、３学年６クラスから１８タイトルの本の推薦を得て、

全点の収集を試みました。残念ながら品切れで手に入らないものもあったのです

が、和田会長がルートを駆使して手に入れてくださった本を寄贈していただいて

ちょうど今日、並べられたところです。私共が想定するだけではなく、実際の高

校生が好きな本、読みたい本、薦めたい本などを生徒とのつながりを元にして収

集していくということを含めて、ヤングアダルトサービスをこれから強化してい

きたい、また、多くの本の間でそういった本が埋もれてしまうので、季節毎の展

示によって多くの皆様の目に触れるという形で取り組んでいけると思っていま

す。 

（岡部委員）  ８ページにある質の高いサービスを行う図書館のところの一番下です。大変全体

的に立派な方針で良いと思うのですが、図書館職員、図書館長の資質向上、そこ

のところ要らないのではないのですか。これは当たり前の話ですから、抜いても

良いのではないかと気がしたのですが、他の委員さんはどういうお考えかお聞き

したいです。 

（事務局）   人材の適材適所の配置のところですか。 

（岡部委員）  例えば図書館長を変えるとか、交代させるなんてここではできないですよね。 

（事務局）   ここに努めると書いてありますが、これは人事部局と協議するという意味で、最

終的な結論は人事部局が決めますので、協議するという意味で努めるという表現

にしました。 

（岡部委員）  余分ではないかという気がしたのですが。委託会社の職員もこの中に含めてよろ

しいのですね。 

（事務局）   委託業務は、成果を納品してもらうという契約形態になりますので、委託の場合

は委託業務の管理ということで、例えば技術が不足していると見受けられた場合

は、委託業務の責任者に対して改善を求めることとなり、ここで記す市の職員と

は違うものです。 

（越島委員）    ７ページの市民参加型の図書館という考えですが、その中で私はボランティア団

体として千葉盲学校などの弱視の子どものために字の大きい教科書を作るとい

うボランティアを行っております。その中で図書館サポーターの募集、活動支援

ですが、今、社会福祉協議会にボランティア団体が７０団体登録されています。

このボランティア団体が図書館サポーターの一員として参加していただけるな

ら、図書館サポーターは読み聞かせボランティアという形だけしかないのではな

いか。私は今年度から字の大きい一般図書を作り、図書館に納めているのですが、

そんな形でもっと多くの市民に開かれた図書館であれば障害者も自由に入れる
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図書館にしていったらどうかと思うのですが、その一つとして先ほど言いました

字の大きい図書であったり、触る絵本を作っているボランティア団体が県下に沢

山ありますので、このサポーターの中に入れていただいて、より図書館ボランテ

ィアを拡大していくというのはどうなのかなと気がしました。皆さんのご意見を

聞かせていただいてボランティアセンターのメンバーと一緒にそういうことを

行うグループがこの図書館サポーターに入ってくれませんかという案内はして

いきたいと思います。 

（事務局）      社会福祉協議会で広報誌を出されていまして、最初にボランティアを立ち上げた

いというときに、社会福祉協議会のボランティアセンターに相談に上がりました。

その時に広報誌に募集記事を載せられると声をかけていただいております。広報

誌に載せると興味のある方が目にとめてくださるので、市民の皆様への周知につ

ながると思います。まだ走り始めたばかりですので、一段一段、着実に階段を上

りながら、ボランティアの方の活動しやすい、また目的と成果がスムーズにいく

道というものをこれから皆様方のお知恵を借りながら考えてまいりたいと思っ

ています。 

（和田会長）    登録団体が７０もあるのに驚いたのですが、いくら登録団体が多くてもそれを束

ねてコーディネートするところがないとなかなか上手く回らないというか折角

のことが生かされないということがあると思うのですね。 

（越島委員）    ボランティアセンターが束ねています。その中で図書館と絡んで色々なことがで

きる団体はその中にいくつかあるのではという話です。おそらく３とか５とかあ

れば皆さん集まって、こういうことをやろう、こういうイベントがあるからお手

伝いして下さいっていう話は言えるのですが、７０団体すべてが対象ではないで

す。それは無理だと思います。 

（和田会長）    ボランティアセンターがコーディネートもしてくれて、機能しているわけですね。 

（越島委員）    機能しています。色々な団体に対してこういうことできませんかというのはボラ

ンティアセンターが中心になって、ボランティアセンターコーディネーターが５

人くらいいらっしゃるのですが、その中で電話対応や、活動日にコーディネータ

ーが来て、こういう事を計画していますがお手伝いしてということの声かけがあ

ります。社会福祉協議会が行うイベントについて我々も人手としてかりだされま

すが、そういう意味から図書館の何かをやる人たちはいるのではないか。若しく

は直接そのボランティアの会が絡まなくてもボランティアとして登録されてい

る方が図書館のこういう事をやってねと言うとやってくれる人がいると思いま

す。声かける必要があるという気がしています。 

（事務局）      実際に図書館サポーターに対して、読み聞かせのできる方はいますかという声か

けをボランティアセンターからいただいたことがありますので、これからそうい

った連携が可能であるのかよく連絡をとりたいと思います。 

（和田会長）    他にご質問はよろしいですか。なければこの運営方針案についてのご感想で良い

のですがお一人ずつ伺いたいと思います。では髙野委員から時計回りに回りまし
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ょうか。 

（髙野委員）    ２８年８月の図書館の一部業務委託の継続とこれを機に基本方針を策定すること

になり、これまでなかったことで、今後より充実した市民へのサービスという意

味で方針を作ることはとても良いことだと思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

（矢田部委員）  学校に拡大教科書を使っている子どもがおりまして、この子も市民ですので大人

になったときにすっと足がスムーズに向くような図書館になっていくと思って

見せていただいております。あと移動図書館も雨のときに来てくださって、軒下

みたいなところで数人来るのですね。一人二人のために動いてくださっているな

と思って、感謝しております。よろしくお願いします。 

（越島委員）    図書館も市民のためにという事でこの案を作っていただいたことを非常にうれし

いと思います。特に子どものためにということがはっきり出ている。アンケート

を見ますと７０代以上が非常に多い。私も７０代以上なのですが、時間があるか

ら７０代以上の方がより来るのだと思いますが、本当は子どもに本を読んでほし

いと思います。ですから子どもに開けた図書館という格好をはっきり打ち出して

やっているというのは本当にうれしいです。私も孫がまだ小さいものですからも

う少し大きくなったら手を引いて図書館にと思っています。 

（安井委員）    ５つの基本方針を読ませていただいて、実際どういうふうに具体的に１年１年積

み重ねていくのかなととても楽しみにしています。よろしくお願いします。 

（仲委員）      とてもわかりやすく読ませていただきました。随分図書館も利用しやすく、来る

と変わっているので、雰囲気も変わっていて、色々なサービスがあったり、少し

ずつ変化してきているというか、変わってきていて楽しいですね。やはり子ども

たちのために色々考えてくださっているのでありがたいなと思います。 

（岡部委員）    大変わかりやすい良い運営方針だと思います。ただ子どものことは結構色々出て

いたのですが、高齢者がどんどん増えていくので、例えばバス停まで行けないで

すとか、図書館の前に停まるバス停でもあれば通える。そんなことを思っていた

のですが、大変良いまとめで良かったと思います。 

（鳥谷委員）    図書館の協議会に係わらせていただいて、案も見せていただける立場にあるので

すが、市民のための図書館なので、もっと市民の方が図書館こんなに頑張ってい

て、行ってみると楽しいところだということを知るきっかけが沢山できると良い

です。こういうものを出してもどのくらいの方が目にして、期待を持ったり、も

っとこういうふうにしてほしいと、感じたり、思ったりしてくださる方がどのく

らいいるかと思うと、少しもったいないような気がしています。 

（和田会長）    先ほど事務局からも報告がありましたが、色々な活動が広がってきていて、それ

が呼び水になって、図書館に来る人たちが増えてきている傾向にあるということ

が大変うれしいことだと思います。今後も益々すそ野を広げていって、取り込ん

でいっていただけたらと思っています。一通り委員の方の意見を伺った中で、さ

らにこれは一言申し上げておきたいということがありましたら、遠慮なくおっし
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ゃってください。 

（仲委員）      ボランティアのところですが、もしよかったら私たちお話の小部屋のメンバーも

いますので、こういうふうにやりたいんだけれどもやれる人いるかなとか声かけ

てくださると、私たちも協力しますので、言っていただきたいと思います。 

（岡部委員）    例えば全国的に地域文庫とか家庭文庫という運動が広がっているのですが、四街

道は今、「にこにこ文庫」くらいで、図書館ができる前は、把握していただけで

も随分文庫がありました。地域文庫というものです。そこは教育委員会とは特別

関係ないけれども、当時、図書購入費で補助がありまして、そういうのがみんな

無くなってしまいました。例えば旭ヶ丘の集会所に本が随分ありました。どうな

ったかわかりませんが、それから、みそらにもありましたし、細木にもみんな地

区の集会所に本がありました。今全然ないのではないかと思います。環境的には

図書館ができる前の方が色々な個人の文庫がありました。そういう面ではむしろ

狭くなってきているのではないか。例えば家庭文庫で良いと思うのですが、地域

文庫も含めて図書館がその辺を啓発できるようにすると、全市にそういう読書の

関係が広まるのではないかという気がしています。 

（事務局）      かつての文庫と少しカラーが違うかもしれませんが、現在、「まちライブラリー」

という形の新しい地域文庫を立ち上げる企画があります。四街道市内で初めての

試みかもしれませんので、図書館も協力してそのような団体に喜ばれる活動を展

開していければと思っています。 

（和田会長）    本日はこの図書館運営方針の策定について各委員の皆様から色々な意見を伺って、

議論していただきました。 

                次に次第の７（３）その他ですが、何か事務局からありますか。 

（事務局）      運営方針の案については、今日いただきました色々な意見を参考にしまして、こ

の後教育委員に説明しまして、この本日の案について色々修正して最終的な形を

作りたいと思っています。日程については今後、今日いただいた意見と教育委員

の意見を元に修正しまして、来年２月の前半に第２回目の図書館協議会の開催を

予定していますが、その中で最終的な案を提示できればと考えております。この

運営方針が完成しましたら、できれば来年の３月議会に報告したいと考えており

ます。来年２月前半に予定しています図書館協議会については、日程が決まり次

第お知らせしますのでよろしくお願い致します。 

（和田会長）    その最終的な案の提示は図書館協議会の会議日より少し早く用意いただきたいと

思います。余裕があった方が良いと思いますのでよろしくお願いします。 

（事務局）      わかりました。 

（和田会長）  それでは以上で平成２８年度第１回図書館協議会を閉会します。長時間にわたり

慎重なご審議ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

 

会議録署名人   髙野 松男     


