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         令和元年度 第１回 四街道市立図書館協議会会議録         

 

日  時   令和元年１０月１０日（木）午後２時～午後３時５０分 

場  所   四街道市立図書館３階 会議室 

出席委員   矢田部委員、長谷川委員、越島委員、安井委員、池田委員、和田委員 

福田委員、山口委員、片岡委員 

欠席委員   大野委員 

事 務 局   髙橋教育長、荻野教育部長、小野図書館長、阿部図書係長 

榎本主査補、渡邊主査補、成瀬主査補、緒方副主査 

傍 聴 人   ０名 

 

【会議次第】 

1. 開 会 

2. 委嘱状交付 

3. 教育長あいさつ 

4. 委員ならびに職員紹介 

5. 会長および副会長の選出について 

6. 議事録署名人の指名について 

7. 会議の公開等について 

1）会議の公開 

2）議事録の作成 

3）名簿の公表 

8. 報告事項等 

1）図書館の現状について 

2）図書館利用者アンケートの結果について 

3）その他 

9. 閉 会 

 

【会議経過】 

1. 開 会 

2. 委嘱状交付 

3. 教育長あいさつ 

4. 委員ならびに職員紹介 

5. 会長および副会長の選出について 

   ・会長に和田委員、副会長に矢田部委員を選出 

6. 議事録署名人の指名について 

  ・議事録署名人は、矢田部委員を会長より指名 
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7. 会議の公開・議事録の作成・名簿の公表について 

  ・会議は公開とし、議事録の作成のため会議の録音、発信は要点筆記とする。 

 

8. 報告事項等 

（和田会長）   それでは、議案の審議に入ります。（１）図書館の現状について、事務局から 

説明をお願いします。 

（事 務 局）     ～図書館の現状について説明～ 

（和田会長）   ただいま、事務局から報告事項の１）「図書館の現状」について説明がありま

した。何かご質問のある方はいらっしゃいますか。 

（事 務 局）     ～電算機器の入れ替えについて追加説明～ 

（山口委員）   約１，７００万円の図書等購入費は数年前には約２，０００万円程度はあった

と思いますが、毎年、減少傾向にあるのですか。 

（事 務 局）   平成２５年度には約２，０００万円程度の図書等購入費がありましたが、当市

の財政状況が厳しいことにより、総務省が示した人口比率に基づいて見直した数

値でありますので、毎年、減少傾向にあることではございません。 

（山口委員）   人口が増加している中で、この約１，７００万円の図書購入費の数値は悪いも

のではないと思いますので、今後においても維持できるように頑張ってください。 

（安井委員）   移動図書館車がかなり老朽化していますが、買い替えの予定はありますか。 

（事 務 局）   市単独の予算において、移動図書館車を購入することは財政的に難しいと言わ

れていますので、現在１，０００万円の補助金を申請しているところです。ただ、

補助金が交付されるのは、千葉県内の自治体の中で一件のみに限られています。

今回の審査で補助金が不交付になりましても今後も申請を引き続き行っていく

方向で考えております。 

（和田会長）   ありがとうございます。他にご質問はありますか。 

～各委員から質問なし～ 

（和田会長）   それでは、報告事項の 2）「図書館利用者アンケートの結果」について、事務局

より説明をお願いします。 

（事 務 局）   図書館利用者アンケートについてご説明いたします。回答率が３３．６３％で

アンケートを開始した平成２５年の６０．８％から、減少が続いており、本協議

会から回答率の向上を課題としていただいていたところですが、改善策が見つか

らない状況であり、大変申し訳なく思っております。問 2 の結果が示しておりま

すが、図書館を頻繁にご利用いただいている方が非常に多く、問 5のうち「職員

の対応」については委託職員に対し、好印象を持っていただけているものと思っ

ております。アンケート結果につきましては、既に事務手続きを終え、図書館ホ

ームページで公表しており、印刷物の配布等により、広報に努めて参ります。 

  そして、お寄せいただいたご意見に対しましては、従前から行ってきておりま

すとおり、すぐに改善できるものは早々に着手する、既に行っているにも関わら

ずご意見として頂戴したものには、その手法を工夫する、あるいは広報を行う、
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実現が難しいことは、できるだけ不満を軽減できる方策を考えるなど、サービス

向上につなげていきたいと考えております。 

（和田会長）   ただいま、事務局から「図書館利用者アンケートの結果」について説明があり

ました。何かご質問のある方はいらっしゃいますか。 

（片岡委員）   アンケートの意見の中にもありますが、寄付によって本が増えているといった

ことはありますか。 

（事 務 局）   人気の高い本を寄贈として呼びかけることは著作権的に難しく、できる限り購

入する方向で考えております。 

（和田会長）   予約リクエストサービスや調べものの手助けといったところで分からないとい

う意見が多いのですが、いろいろな方法で手助けができるということを周知すれ

ば、図書館での滞在時間も変わるかと思います。 

（事 務 局）   先日、サービスのしおりを作成しましたが、今後、市民と話す中で試行錯誤を

しながら、いろいろなタイプのしおりを作成していこうと思います。 

（和田会長）   他の図書館からの取り寄せが不可能な場合に連絡をしないことはありますか。 

（事 務 局）   購入をするのか、他の図書館から本を借りるのかの決定はいつ頃になるのかと

いう声を委託業者から聞いております。他の図書館からの取り寄せが不可能な場

合にも連絡はしています。 

（片岡委員）   子どものために読書手帳の導入についての意見がありますが、子どもが本を借

りた履歴の一覧があればいいと思います。 

（事 務 局）   当館のホームページにログインをするには、本人のＩＤとパスワードを必要と

しますので、図書館で画面を代わりに見ることはできません。今後、当館のホー

ムページ機能を活用した読書手帳が作れるかどうか検討をしようと思います。 

（片岡委員）   仮にホームページ機能にリンクができなかったとしても、貸出レシートを貼っ

て記録として保管することでもいいと思います。 

（山口委員）   自分が借りた本を図書館員や他人に知られたくないという気持ちはありますの

で、自動貸出機の導入は大変すばらしいことだと思います。導入をしたことによ

って、どのくらい貸出が増えたのかという調査やデータはありますか。 

（事 務 局）   残念ながら、自動貸出機単独での貸出状況を把握する機能はありません。当館

では自動貸出機が空いていてもカウンターで手続きをされる方が多いのが現状

でございます。 

（山口委員）   自動貸出機の使用手順を見ても、慣れない方にはよく分からないと思います。

簡単な手順ではありますが、高齢の方には分かりにくいと感じました。なお、児

童室にも自動貸出機があるといいという意見もあり、さらに工夫する余地もある

ように思いました。 

（事 務 局）   今年度、各公民館図書室にも自動貸出機を導入することになりました。公民館

を利用される方も高齢の方が多いので、分かりやすい掲示物に心がけたいと思い

ます。 

（山口委員）   掲示物の字の大きさを変えるだけでも違うかと思います。 
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（和田会長）   意見にもありますが、水族館や動物園でも行っているように、学校の図書館員

の子ども達を図書館の書庫に案内することも面白いと思います。 

（事 務 局）   書庫を見るという企画は可能であると思います。 

（山口委員）   図書館にある約３０万冊の蔵書数のうち、開架と書庫にある本の冊数を教えて

いただけませんか。 

（安井委員）   私は書庫に入ったことはありますが、委員の皆様で書庫の見学はいかがですか。 

（事 務 局）   図書館の見学ということで子ども達に書庫を案内しましたら、実際に書架が動

くとともに驚きもあって楽しい経験だとは思いますが、危険も伴います。 

（安井委員）   国会図書館のバックヤードの見学もあります。 

（事 務 局）   子ども達の職場体験では、実際に自分で書庫から本を探すことを体験してもら

っています。 

（山口委員）   今朝、ヤオコーのスーパーで小学生の子ども達と先生方で社会科見学をしてい

るところを見ました。 

（片岡委員）   スマートフォンで本のリクエストができると便利であると思いますが、他の図

書館の状況はいかがですか。 

（山口委員）   リクエストと予約が分けて理解されていないところもあると思いますが、現状

では紙に書かないとリクエストができない状況に対して、インターネットで新刊

の本をリクエストができないかと私も普段から思っています。 

（事 務 局）   先ほど、山口委員からいただいた質問について、現在、一番大きな電動書架の

書庫には１０万９４４冊の本があります。未所蔵の本に対するリクエストですが、

図書館のデータとして扱うことができませんので、発売をしてから希望を募って

いる状況です。発売予定から情報を掲載している図書館もあると聞いていますが、

購入する本のデータなのかすべての本のデータなのかは把握しておりません。今

のシステムでは、所蔵していない本のデータをホームページ上にはデータとして

表示できないことになっています。 

（山口委員）   例えば、所蔵をしていない本を電子メールでリクエストする方法を検討したこ

とはありますか。 

（事 務 局）   電子メールの活用は、今まで考えたことはございません。 

（山口委員）   青い紙のリクエストカードを図書館に取りに行って、カードを書いて、図書館

に出すということに手間がかかるので、億劫に感じます。 

（片岡委員）   私も電子メールでリクエストができたらと思います。 

（事 務 局）   図書館で困っている問題がありまして、インターネットから予約を受け付ける

のが５０パーセントを超えました。全部で年間３万４千件の予約のうち、半分が

インターネット予約となります。自分で簡単にキャンセルができますので、その

キャンセルの多さに困っています。本を購入しても予約を希望されている方にお

届をする前にキャンセルをされてしまうのが現状です。 

（越島委員）   アンケートの集計結果において、図書館を利用している年齢層は圧倒的に７０

代が多く、２０代３０代が少ないです。もっと４０代５０代６０代が図書館を利
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用するようになったら、今より違った意見が出てくると思います。 

（事 務 局）   アンケート集計結果の年齢別分布において、２０代３０代が顕著に少なく表れ

ています。インターネットの普及により、若い世代が図書館から遠ざかっている

ように感じています。 

（山口委員）   このアンケートの問題点は、図書館に来館した方だけしか回答していないこと

であり、意見に片寄りがあるように思います。一般的にはインターネットでアン

ケートを実施して、図書館を利用していない方の意見もいただきたいところです

が、この低い回答率では回答にも片寄りがあるように感じます。 

（事 務 局）   どのような対策を講じたらいいのかと考えますと、小さい頃から本に親しむ生

活が大切だと思います。本を好きになってもらうことが、図書館に足を運んでい

ただくことへとつながると思っています。 

（和田会長）   ありがとうございます。他にご質問はありますか。 

～各委員から質問なし～ 

次に、（３）その他ですが、何か事務局よりありますか。 

（事 務 局）   今回、新しく委嘱させていただき、初めての図書館協議会となりますので、委

員の皆様から自由な意見を頂戴したいと思います。 

（矢田部委員）   今日はいろいろな側面から知識を得ることができ、とても有意義な時間を過ご

すことができました。４０代が図書館に長く滞在するのは、子ども達に自宅で読

み聞かせを行っている家庭の中の良い光景が思い浮かびます。その子ども達が親

になることでつながっているように思えて嬉しくなりました。 

（長谷川委員）   図書館が１９時まで開館時間を延長して努力していることを感じています。ま

た、図書館の決算状況の中の読書を推進するための主催事業に係る経費として、

３～４か月児健診時にプレゼント用絵本を配布し、小さい頃から親と子が絵本に

触れる機会を予算確保して計画的に行っている地道なことだと思います。昔から

読み継がれている本の良さは学校でも伝えていきたいと思いました。 

（越島委員）   市外への貸出冊数が多いように思います。中には新刊を１０冊全部借りていく

ような話も聞いたことがあります。その反面、市外からのリクエストができない

ことやリクエストの仕方をきくような意見があります。利用者アンケートの集計

結果の住所において、千葉市から多く本を借りているのに１４人しか回答してい

ない状況にアンケートにもっと回答してほしいという気持ちがあります。 

（事 務 局）   個人の利用登録の方のうち隣接地域であります千葉市稲毛区、千葉市若葉区、

佐倉市の比率は６．１４％です。数値としては、３５，４１９人中、２，１８０

人となっております。市民を優先したいと思いますので、千葉市や佐倉市からの

予約の門扉を今後も広げられない状況であります。 

（山口委員）   佐倉市も同じです。私も佐倉市の利用者カードを登録していますが、予約をす

ることはできません。 

（安井委員）   私は千葉市の利用者カードを登録していますが、予約はすることができます。 

（事 務 局）   同じ利用者カードを保持していても、サービスの違いが生じることに疑問を持
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たれるかもしれませんが、市民を優先に考えておりますので、ご理解ください。 

（越島委員）   四街道市の図書館ですので市民を最優先にして、市外の人には少し遠慮をして

ほしいと思っています。 

（安井委員）   おはなし会に関わって２年になりますが、おはなし会に来てくれるお子さんの

数が年々増えているので嬉しく思います。 

（事 務 局）   先日の絵本の会では、大人と子どもを合わせて５２人でしたので、とても嬉し

く思います。 

（池田委員）   子どもが小さい頃から本に親しむことが大切だと思います。図書館が目に見え

て読書活動に力を入れていることに嬉しく思います。以前からおはなし会に参加

される方が少なく感じていましたが、市外から新しい入居者が増えている理由か

らか、今年度からおはなし会に参加される方が増えてきているように感じます。

小学校でも読書推進への活動をしていますが、中学校になると部活動やいろいろ

なことで忙しくなってきますので、本を読む機会が減っていくように思います。

他の図書館に行くと、ヤングアダルトコーナーが充実しています。当館において

も施設の限られたスペースを活かし、中高生がもっと図書館に寄りやすいように

してほしいです。 

（福田委員）   私からは６点あります。１点目は、玄関の近くに防災関係の本を置いてほしい。 

        ２点目は、図書館が停電になった時、どのような対応を考えていますか。３点目

は、市民が多く本を閲覧しに来るので、盗難事件が起こったことはありますか。 

        ４点目は、忘れ物対策はどのようにしていますか。５点目は、３階の廊下は職員

が主に使用する理由からか劣化が激しいままなので、ぜひ整備をしてほしい。６

点目は、男性陣にも会議で発言をしてほしい。 

（片岡委員）   たまに私が小学生の子どもに新しくて面白そうな本を借りるのですが、子ども

は自分の意志で選んでいないので、本に興味を持たないで違う方向に関心をもっ

ています。図書館の近くに子ども達の活動の拠点があると図書館にも寄りやすい

と思います。 

（山口委員）   電子書籍の導入をぜひ検討してほしいと思います。全国的に中学生になると読

書傾向が下がるので、中学生に図書館へ足を運んでもらうには、ライトノベルだ

と思います。 

（和田会長）   委員の皆様、ありがとうございました。図書館には、協議会委員の意見を取り

入れ、図書館サービスの向上につなげていっていただきたいと思います。その他

について、事務局より何かありますか。 

（事 務 局）   第２回目の図書館協議会の開催について、来年２月前半を予定しております。

日程が決まりましたらお知らせします。よろしくお願いいたします。 
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９ 閉 会 

（和田会長）   それでは、以上で令和元年度 第１回 図書館協議会を閉会します。長時間にわ

たりありがとうございました。 

 

 

 

会議録署名人   矢田部 佳澄   


