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         平成２８年度 第２回 四街道市立図書館協議会会議録         

 

日  時   平成２９年２月１５日（水）午後１時３０分～午後２時４５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、越島委員、安井委員、仲委員、岡部委員、中津川委員 

鳥谷委員 

欠席委員   矢田部委員、大野委員 

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、月田主査補 

傍 聴 人   １名 

 

【会議次第】 

1. 開 会 

2. 会長あいさつ 

3. 教育長あいさつ 

4. 会議録署名人の指名 

5. 会議の公開等 

6. 報告・協議事項等 

（1） 報告事項 

図書館運営方針の策定について 

平成２９年度図書館サービス計画（案）について 

（2） その他 

7. 閉会 

 

【会議経過】 

1. 開 会 

2. 会長あいさつ 

3. 教育長あいさつ 

4. 会議録署名人の指名 

  ・会議録署名人は、岡部委員を会長より指名 

5. 会議の公開等 

  「会議の公開等」を竹内館長より説明。 

（和田会長）  ただいま説明がありましたが、ご質問等はありますか。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すか。それでは次に進みます。

次は審議事項等ですので、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すか。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、こちらも問題がないと思

いますので、配布するということでよろしいですか。それでは配布すると決定し

ます。事務局傍聴人はいますか。 



2 

 

（事務局）   傍聴人は１名います。 

（和田会長）  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。 

    髙橋教育長退室。 

  6. 報告・協議事項等 

（和田会長）  次第の６（１）報告事項、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（１）報告事項、図書館運営方針の策定についての説明があ

りました。皆様方からの意見が反映されている部分と反映されていない部分があ

るかもしれませんが、その点に関しても含めてご質問やご意見のある方はいます

か。 

（中津川委員） 市民から一般の意見を聴くという意味で、今回の図書館の運営方針にはパブリッ

クコメントは必要ないですか。私たちのような公募委員が入っているから要らな

いと思えばよろしいですか。 

（事務局）   例えば１０年計画のように、何年度にどういう内容を行いますという具体的な年

度ごとの計画が載っているものについては、パブリックコメントが必要になりま

すが、今回作成しました図書館の運営方針についてはパブリックコメントを行う

内容になっていません。 

（岡部委員）  大変立派な運営方針ができたと思ってご苦労様でした。 

（中津川委員） 今回立派な運営方針ができましたが、図書館ができたときも運営方針に近いもの

があったのではないかと思うのですが、それと比べるとどういうところが違うの

か教えていただけたらと思います。 

（事務局）   今回策定したような運営方針は今までありませんでした。単年度ごとの運営方針

を図書館年報に記載していました。図書館の１年間の取り組み内容をＡ４で１ペ

ージ程度で掲載していました。 

（和田会長）  他にご意見はありますか。 

（中津川委員） ８ページに質の高いサービスを行う図書館とありまして、実務経験を重ねながら

市民ニーズを把握する能力を高めると書いてありますが、少子高齢化の問題と、

増えている外国人のニーズはどうやってつかんでいくのかということは大きな

問題だと思うのですが、何か考え方がありましたら教えていただきたいと思いま

す。 

（事務局）   実務経験を重ねながらとなっております。図書館利用者の方にどういうニーズが

あるのか、実際の場に出て把握するように努めたいと考えております。 

（中津川委員） 具体的には何かあるのですか。 

（事務局）   市民ニーズを把握する方法ですが、図書館利用者との接点を多くとることによっ

て直接的なニーズを感じ取る方法と、世の中の状況、図書館を取り巻く状況など
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の情報収集を通して、さまざまなサービスのあり方について、当館でどのように

取り組んでいくかを考えていく、四街道市民にとって良い方向になるように努め

ていくということを含め、市民ニーズを把握する能力を高めるとしています。 

（和田会長）  他に質問はありますか。 

（岡部委員）  例えばこれまで韓国語しか話せないとか中国語しか話せない、そういう外国の方

の利用者というのは結構あるのですか。 

（事務局）   図書館にあるものが日本語で書かれているということを前提に来館されているの

だと思うのですが、写真集を探しに来られたことがあります。多言語対応の蔵書

という観点では、日本文学や文化を英訳したもので、当館でも手に入れやすいシ

リーズの購入、ＬＬブックなど、絵や写真で書かれていて日本語の名称や名詞な

どをやさしく学べるものの収集に努めています。 

（中津川委員） 辞書は数が限られ高いですが、是非辞書を増やしていただきたい。辞書さえある

と何とか生活していけると思います。 

（安井委員）  この運営方針ですが、市民にはどのように広報する予定ですか。 

（事務局）   運営方針については、来週の教育委員会会議で報告した後、３月に市議会の最終

日がありますが、運営方針を報告したいと考えております。その後３月末に市の

ホームページ等に掲載して市民にお知らせする予定です。 

（和田会長）  他にご質問がなければ、皆さんの言葉に対しての印象をお聞きしたいと思うので

すが、市内唯一という言葉が３回出てくるのですが、唯一といった場合に非常に

レアで一つしかないものだというプラスの意味の場合と、一つしかないというど

ちらかというとマイナスのイメージの両方を持っていると思うのですが、３回出

てくるのをご覧になってどう思われますか。 

（中津川委員） マイナスのイメージはあまりないです。唯一というところで充実した方が良いと

いう方向に聞こえます。 

（和田会長）  なんとなく一つしかないというマイナスイメージを強調しすぎているような感じ

がするのですが、そういう印象を持たれる方はいませんか。 

（中津川委員） 図書館の担当者にしてみると一つしかないということで、もっと増やしてほしい

という気持ちが強く出てくるのだろうと思います。市はもっと教育にお金をかけ

て良いと思います。 

（和田会長）  今まで出た話題の中で関連して何かおっしゃりたいことがあれば、質問以外でも

構わないと思います。 

（鳥谷委員）  今話題になった唯一の図書館というところですが、私はその唯一を学校の図書館、

公民館の図書室をリードして、もっと自分たちがネットワークの中心になって、

協力、発展させていくということに繋げていっていただけるならば唯一というこ

とを誇りに思っておっしゃってもいいかと感じていました。 

（仲委員）   本当に唯一の図書館。わろうべの里にできるということを聞いていたのですが。

私は千代田公民館に近いのですが、そこに行くならここに来た方が良い。千代田

公民館に関しては、たまに行っても誰もいないし、カーテンがあるのですが本に
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日が当たって焼けていて、探すのにも分かりづらいし、本も少ない。学習する場

所になっていますが、あまり利用されていないと思います。公民館のうち、利用

が一番多いのは四街道公民館ですか。 

（事務局）   利用が一番多いのは旭公民館です。公民館図書室の管理は指定管理者で、図書館

は図書館システムと資料の提供を行っています。週に１回、職員が３館を回り、

書架整理や蔵書の入替えなどを行っています。旭公民館で昨年から本の展示を始

め、平成２９年度からは千代田公民館でも行うことを計画しています。 

（和田会長）    運営方針についてはご意見ないですか。無いようでしたら次第の６の次に移りま

す。（１）報告事項、平成２９年度図書館サービス計画（案）について事務局よ

り説明をお願いします。 

「平成２９年度図書館サービス計画（案）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、平成２９年度図書館サービス計画（案）に

ついて説明がありました。何かご質問やご意見のある方はいますか。 

（中津川委員） 全部行うとどのくらいお金がかかるのですか。 

（事務局）   伝承あそびの会など主催事業の講師は職員で行いますので、おりがみを買う、科

学あそびと工作の会で必要な消耗品を買うなど、特段お金がかかるものではあり

ません。すべて平成２９年度の図書館の予算として配分されたもので行えるもの

です。 

（中津川委員） 今の話聞いて非常にほっとしたのですが、いくら良い計画をしてもお金が伴わな

いのではと思いましたが、今の話だとみんなお金が足りるという話なので非常に

うれしく思いました。「伝承あそびの会」ですが、伝承という言葉、随分堅い市

役所言葉と思うのですが、もう少し易しい言葉はありませんか。親しみやすいあ

そびの会ですからもう少し違う言葉はありませんか。 

（事務局）   事業の名称として捉えているもので、子どもたちに呼びかけるときは「おってあ

そぼう」「いとであそぼう」という名称になります。かるたや百人一首をあわせ

て「伝承あそび」という表現を用いたのですが、市民に向けて「伝承あそび」と

呼びかける訳ではありません。このような表現がわかりにくいというご指摘には

代わる名称を考えていきたいと思います。 

（中津川委員） 私たちの年齢でいうと伝承というのはすごくわかりやすいと思うのですが、普通

の人たち特に子どもにとって伝承ってわかるのかという感じがします。 

（仲委員）   うちの方の小学校では「昔あそび」を行っていますが、図書館で大人にわかるよ

うに「伝承あそび」で私は良いと思いました。 

（中津川委員） 個人によって違う受け止め方だと思います。 

（岡部委員）  今予算の話が出ましたが、私は先程立派な運営方針だと申し上げましたが、この

運営方針も活動方針も非常に具体的なので、職員でみんなできるのかと心配して

いるくらいで、一時よりは随分職員数を減らされているわけで、それと運営方針

も含めてサービス計画も両方具体性があって書かれていますが、職員の縛りにな

ってしまう気がしていまして、例えば運営方針の中の一番最後のページのその他
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の課題と対応の４行目ですが、良好で新鮮味のあるサービス、こういう言い方で

よかったのではないかという気がしています。非常に具体的なところはよくでき

ていると思っていますが、今館長含めて職員は何名ですか。 

（事務局）   ７名です。 

（岡部委員）  大変立派な活動計画だし運営方針も立派ですから、委託業務先は全然関係しませ

んか。窓口の人たちも関係しますか。 

（事務局）   移動図書館の運行業務を実際に行うのは委託職員です。この計画には通常業務の

ことも含め記載しています。 

（越島委員）  ブックポストについてお伺いしたいのですが、休みの日でも本はこの返却ポスト

に返せるということだと思うのですが、私の知っている人に返却ポストには返し

ませんという人がいます。なぜと聞くとポストに返すとボトンと落ちるから本が

傷むのでは、だから私は受付カウンターに返しに行きますと。私も実際受付カウ

ンターに返しに行きます。放り込むのはすごく抵抗があります。こちらの返却ポ

ストの中がどうなっているのか見たことがないのでよくわからないのですが、大

体の図書館ではスロープになっています。スーっといって最後ドコンと落ちると

言います。そうすると角から落ちた時にやはりどうしても本が傷むという話は

色々な人から聞いているので、もし改修するようなことがあるならば、返却ポス

トをもう少し本が傷まない構造にならないのかという気がしているのと、それか

ら返却ポストも良いのですが、やはり受付に返すことによって、受付の人と何か

一言二言会話がある、それがやはり私は大事なのかという気がしています。 

（事務局）   越島委員のお話を聞いて、図書館員として大変うれしく思いました。「ガタっと

落ちてしまうので本が傷むのでは」とご心配くださる市民の方がいらっしゃるの

は本当にうれしいことだと思います。現在の返却ポストの場所は道路から離れた

位置にありますので、大規模改修の際に位置を変更できればと思っています。返

却ポストの構造は、板の下にバネがついており、返却本が増えていくと板が下が

っていくことで、本が増えても高さが同じように保たれるというものですが、バ

ネがきかなくなり、差し込み口から落下してしまう状態です。本が傷むため、大

型の本などには返さないでくださいと表示をしていますが、そういうことを不便

に感じられる方もいます。本の破損については、状態に応じて買いなおすなど、

目を配っていくことで対応していきたいと思っています。 

（和田会長）  他にご意見はありますか。 

        無いようでしたら次第の６の（２）その他ですが、何か事務局からありますか。 

    「図書館協議会の任期について」竹内館長より説明。 

（和田会長）  ただいま館長から現在の委員での会議は本日が最後になるので各委員から図書館

協議会を振り返っての感想をお願いしたいとのことです。では髙野委員から時計

回りに一言ずつお願いします。 

（髙野委員）  図書館の管理運営形態について指定管理者制度も含めて時間をかけて検討されま

して、本協議会でも色々話し合いをされたわけですが、結果としては、はっきり
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としたかたちで定められてよかったと思っています。それからこの図書館の運営

方針、大変立派なものを作っていただいたのですが、やはり学校教育に携わる者

としましては、３番目の子ども読書活動の推進について今後とも是非よろしくお

願いしたいと思います。 

（越島委員）  去年の１１月から参加させていただきまして、前回のときは緊張をしていて、今

回２度目ですが、運営方針についてじっくり読みましたが、その中で私は何をし

たらいいのかと感じています。もう少し皆さんと色々な話をできるようになれば、

もっと皆さんと協議していけるのではと思っています。今後ともよろしくお願い

します。 

（安井委員）  委員になりまして、唯一の四街道市立図書館が運営をどうしたらいいのかという

ことで、皆さんと一緒にバスで他の市町村の図書館を回らせていただいたり、自

分でも東京だったり話題の図書館に行ってみたりと色々なところで図書館を見

学させてもらうとか、勉強させてもらう貴重な機会をいただいたと思って感謝し

ております。これからもより良い図書館を目指して運営していただけたらと思い

ます。ありがとうございました。 

（仲委員）   私もこの協議会に出席させてもらって、より良い図書館を目指して話し合って進

めていっているということを知ることができたので、出席させてもらってよかっ

たと思っています。これからも大いに図書館を利用していきたいと思っています

ので、どうもありがとうございました。 

（岡部委員）  私もちょうど２期になりますか。委員になってからちょうど４年ですが、初期の

開館した頃の図書館をよく知っていますので、近年非常に良い図書館になったと、

できた頃はおそらくほとんど貸出しだけくらいしか行ってなかったのではない

ですか。そういう面で色々なサービスがこれだけ出てきて、運営方針というのも

初めて聞きました。前は図書館年報の表紙の裏に基本方針が書いてあったような

気がします。そういう意味では色々良い勉強をさせていただきました。予算が絡

むので言ったことがないのですが、できれば都道府県の県紙という新聞だけ置い

てほしいと思っています。お金がかかるのはわかっていますが、できればお願い

したいと思っています。 

（中津川委員） 私も岡部委員と同じように２期４年これで終わりますが、今振り返ってみるとや

はり髙野委員が言われたように、指定管理者制度をどうするかということがメイ

ンのテーマだったような気がしています。そうならないで済んだということを大

変うれしく思っています。心配なのは、時代がどんどん変わってきて、子どもが

本を読まない、大人が新聞を読まない時代になっていますので、そういう時代の

中で図書館ってこれからどうなっていくのか、やはりこれからの図書館の果たす

役割は情報発信の拠点ということで考えると、どういうように図書館を運営して

いくのか心配でもあり興味があるところだと思っています。４年間やらせていた

だいてありがとうございました。 

（鳥谷委員）  協議会に参加させていただいて、知らないことがたくさんで私からは皆さんに何
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か意見を言ったり良いことをした気持ちはなくて、教えていただいたこと、よく

わかるようになったことばかりで、私にとってはとても良い体験だったと思って

います。それからやはりここにきて職員の方々がどれだけ一生懸命図書館のため

に考えて動いていってくださるのかが本当によくわかりました。ただ利用してい

る立場からだとわからないことがたくさん見えてよかったと思っています。そし

て、最初にここに入れていただいた動機ですが、小さい子どもだけではなく、中

学生、高校生がどうやったら図書館に足を運んでくれるようになるのか、これか

らも自分としても課題として何か良いことを思いつかないかと思いながらこれ

からも過ごしていこうと思っています。ありがとうございました。 

（和田会長）  私はひとしお感慨深い思いがあります。実は四街道に転居してきたのはまだ四街

道が町だったときで、図書館ができるというので職員を募集していました。その

時に私は上限の１歳上だったのですが、電話をして歳が１歳超えていますが応募

できますかということを聞いて書類を全部揃えました。周りからも職住接近の勤

務形態と公務員になるということについて色々言われて悩んで結局書類は提出

しなかったのですが、図書館との間にはそういう私の思いがあったのです。司書

資格は取ったけれども、図書館の就職口はすごく狭くて専門職で採ってくれると

ころはほとんどなかったのです。東京都は専門職で採りますが、高倍率で当然引

っかかりもしなくて、しかたがなく出版社に入ったのです。ある程度の年齢まで

いったときに館長公募を行う図書館がポツポツとでてきました。千葉県内でも館

長公募があり、会社を辞めるつもりで応募したことがあります。地元の図書館と

こういう形で関わりがもてるとは思いもよらなかったのですが、お声をかけてい

ただいて、そういうことだったら少しは役に立つことができると引き受けたので

す。指定管理者制度導入の議論で、全会一致導入しないと意見がまとまり、図書

館の職員の尻を叩くようなかたちの意見書を出したものですから、これから我々

がちゃんと見守っていかないといけません。尻は叩いたけど叩きっぱなしで終わ

ってはいけないと思いますので、今後とも皆様のご意見、ご鞭撻をよろしくお願

いします。 

館長からも一言お願いします。 

（事務局）   委員の皆様には２年間、どうもありがとうございました。公募の委員については、

今年の６月から７月頃に募集を行う予定です。公募以外の委員の方は是非継続し

て委員をお願いしたいと考えておりますので、来年度に入りましたら改めてご連

絡をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。平成２９年度の第１回

目の会議は１０月を予定しています。 

（和田会長）  それでは以上で平成２８年度第２回四街道市立図書館協議会を閉会します。長時

間にわたって慎重なご審議をありがとうございました。どうもお疲れ様でした。 

 

 

会議録署名人  岡部 勝司      


