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         令和元年度 第２回 四街道市立図書館協議会会議録         

 

日  時   令和２年 ２月１３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   長谷川委員、越島委員、池田委員、和田委員 

福田委員、山口委員、片岡委員 

欠席委員   矢田部委員、大野委員、安井委員 

事 務 局   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、緒方副主査 

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. 議事録署名人の指名について 

5. 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 

6. 報告、検討事項等 

1）図書館改修工事の状況について 

2）図書館の施設、サービスのあり方について 

3）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 

   ・荻野教育部長が代読後、退席 

4. 議事録署名人の指名について 

  ・議事録署名人は、越島委員を会長より指名 

5. 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。 
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6. 報告、検討事項等 

（和田会長）   それでは、議案の審議に入ります。１）図書館改修工事の状況について、事務

局から説明をお願いします。 

（事 務 局）     ～図書館改修工事の状況について説明～ 

（和田会長）   ただいま、事務局から報告、検討事項等の１）図書館改修工事の状況について

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。建物全体が覆わ

れることによって、もっと部屋が暗くなることを心配していましたが、そのよう

なことは感じられませんでした。 

（事 務 局）   足場と保護幕については、事前に検討していました。保護幕の色が濃いほど防

音効果はありますが、圧迫感も感じられることから軽減するように調整を図りま

した。 

（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、検討事項等の２）図書館の施設、サービスのあり方について、

事務局より説明をお願いします。 

（事 務 局）     ～図書館の施設、サービスのあり方について説明～ 

（和田会長）   ただいま、事務局から「図書館の施設、サービスのあり方について」説明があ

りました。図書館の面積拡大が大きく図れる最後のチャンスだと思われます。ま

た、文化センター会館棟を活用した施設の拡大における図書館の運営方法につい

て課題が出されました。まずは皆様から自由なご意見をいただきながら、市民に

とって望ましい図書館拡大の方策や経営方法を考えていきたいと思います。 

図書館を拡張できるかもしれない場所について、委員の皆様も実際に見たこと

がない方が多いと思いますので、見学をすることは出来ますか。 

（事 務 局）   現在、文化センター２階部分は養生されていますので見学して差し支えがない

か確認します。 

（和田会長）   文化センターの会議室使用料は今後、図書館が支払うことになりますか。 

（事 務 局）   指定管理者が文化センターを運営していますので、指定管理料の中に会議室使

用料が含まれるのか白紙の状態です。ではここで文化センター２階部分の施設見

学が可能という確認が取れしたので、移動してください。 

～出席委員及び事務局にて文化センター２階部分の施設見学～ 

（和田会長）   ただ今ご覧になったスペースは、すでに決まっているわけではなく、これから

確保しようとしているところです。できるだけ具体的なプランを立てて、先に確

保できるような戦略に供するようなご発言をお願いします。 

（池田委員）   実際にスペースを見るまで、具体的なイメージがありませんでした。そのスペ

ースにも図書館の本を置くことができるのですか。私は１、２室を会議室として

使う程度に思っていました。図書館と文化センターの間の経路をきちんと作らな

いと、迷路になるように思います。改修して図書館の本を置くスペースにいつ頃

から使えるようになるのか教えてください。 
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（事 務 局）   市にはゴミ処理場や庁舎の建設といった大きな工事が控えています。図書館は

外壁改修工事だけでなく、これまでやってこなかった内部も修繕していきたいと

思っています。「こういう図書館にしたい」というのがなければ、スペースを広

げる可能性がなくなります。夢のようなことでも構いませんので、色々な案を出

し合いながら議論いただければと思います。 

（片岡委員）   私は、託児サービスがあったらいいなと思います。八千代市では、１時間限定

でやってくれます。週に一度、午前中だけでも良いですから、保育士１、２名で

子どもを見ていただき、お母さん達がゆっくり本を読める時間がほしいです。絵

本コーナーに和室のスペースもあってほしいです。次に、レストランのスペース

を利用したカフェもほしいです。パン屋さん側の駐車場に移動式カフェも良いと

思います。また、駄菓子屋さんなども集客力があると思います。最後に、勉強や

読書スペースとして明るい場所があれば良いと思います。先ほど見た所をレイア

ウトして活用したいです。 

（越島委員）   図書館は３つのフロアを上下に移動するので辛いです。文化センターのスペー

スがあれば、水平に広がって移動することができます。子ども達が勉強するには、

エレベーター前のホールが吹き抜けの閉鎖されていない空間として良い雰囲気

だと思います。どう間仕切るかを考えながら、子ども達が机を並べて、ゆっくり

本を読むスペースが良いと思います。小さな会議室は使いにくいので、会議室を

全部つなげて簡易間仕切りで仕切る、その何分の一かを図書館が使うという既成

の事実を作ることはいかがでしょうか。アンケートの回答に「新聞を読んでいる

年寄りがうるさい」というのがありましたが、閉鎖された空間によって、人の声

や雑音が響きます。部屋を防音にする最後の機会だと思います。 

（片岡委員）   広く市民の声を取り入れることは良いことです。「このような機会なので、ア

ンケートでもっと教えてください」と前面に出すと、これまでのアンケートとは

違った意見が得られると思います。 

（越島委員）   図書館にクレームを言う人がいますが、図書館に文句を言うのではなく、「あ

なた達の意見を取り入れて、もっと利用価値のある図書館にしましょう」と呼び

かけるのが良いと思います。今までは狭いスペースの中で、何とか利用価値を上

げようというものでしたが、もっと広いスペースで利用価値を上げる今までとは

違った意見を得らえるのではないかと思います。 

（片岡委員）   アンケートで意見を求めるだけではなく、イベントを開催しても楽しいと思い

ます。例えば『図書館が好きな人集まれ』というもので、数グループに分かれて

「こういうものが欲しい」という案を出し合って作業するディスカッションイベ

ントも良いと思います。 

（和田会長）   そのような意見の取りまとめをいつ頃までにした方が良いですか。 

（事 務 局）   市役所内部との調整も必要になってきますが、他の部署より先にまとめ上げれ

ば強いと思います。 

（和田会長）   会館棟の詳細な図面を委員の皆様にお配りして、こういうことができそうだと
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いうことを書き込んでいただくことを第一段階としながら、その次にイベントを

考えていくようにしたら良いと思います。 

（山口委員）   文化センターの件は、今日初めて聞きました。図書館の改修として考えるべき

ことや基本構造、スローガンのコンセプトが一番大事だと思います。「スペース

が広くなって、何に使うのか」という各論も大切ですが、その前に「こういう図

書館を作りたい」という基本的なコンセプトをスローガンとして出すのが良いと

思いました。全国で複合館としての公共図書館が多くできていますが、図書館の

ように人が本を借りたり、読んだりする形では、人が集まるような魅力を出して

いくのが難しいので、人口が１０万人くらいの都市ではどういうことができるか

を考えて、複合館として機能させた方が良いと思います。 

         郷土資料の展示、郷土資料館的な機能が色々とある中で、複合的にまとめた施

設としての構想をつくっていきます。コンセプトとして、人が集まる場所といっ

た分かりやすいスローガンにすると、予算を獲得するための方策になると思いま

す。特に、カフェについては流行りであり、人が集まりやすいという意味では良

いと思います。２年後に、隣の佐倉市でカフェのある単独館の図書館をつくるよ

うです。各論的なものは考えればきりがありませんが、基本コンセプトをしっか

りつくると良いと思います。 

（和田会長）   他にご意見はありますか。 

（福田委員）   歴史民俗資料館との複合化により、地域文庫をつくる拠点にするということは 

見方を変えれば、博物館のようなものをつくり、一部を図書館に押し付けて、責 

任を分散するようにも思えます。歴史民俗博物館と資料室は、一体化すべきもの 

でそれを図書館機能にして管理することは、地域分館にしてもおかしくなります。 

市民のニーズに対して、すぐに答えられるようにしなければなりませんが、これ 

は歴史民俗資料館がするべき仕事です。このことは、歴史民俗資料館が逃げ腰で、 

図書館を巻込んで組織を動かしているように見えます。責任の所在があいまいで、 

資料が活用できるかどうか不安になります。 

（山口委員）   今の意見は、市民会議における市民からの「歴史民俗資料室との複合化により、 

地域文化を市民が学ぶ拠点にした方が良い」という意見に対し、市が「歴史民俗 

資料館としてのスペースを設けるのは難しい」という回答を知ってのことだと思 

います。市がそういうことをやろうとしているわけではないと思います。 

（事 務 局）    図書館の近くに郷土資料の実物や民具などがあれば相乗効果が生まれるという 

ご意見でした。 

（和田会長）   アンケートと似た内容で、ワークショップの物は１枚にまとまっています。建 

設的な意見は少ないようですが、３回会議を開催して市長に答申したようです。 

（片岡委員）   コンセプトを作った方が良いと思いますが、ここでコンセプトを出して良いの 

か、それとも他にコンセプトに導く案を出してくれるのかどちらになりますか。 

（山口委員）   図書館協議会は諮問機関ですので、行政で審議してまとめたものをこの協議会 

に報告してもらい、原案に基づいて意見を述べるというのが委員としての立場だ 
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と思います。 

（片岡委員）   コンセプトが決まってからだと遅いと思いますので、人が集まる楽しそうなイ 

メージを元に具体的な案を出していく形で良いのですか。 

（山口委員）   自由な意見を言って良いと思います。 

（池田委員）   土日に図書館の児童室に行くと、とても利用者が多いのが見受けられ、とても 

良いことだと思います。四街道市に転入してくる人が多いので、児童用のスペー 

スとして利用するのも良いと思います。志津図書館には、靴を脱いで入る畳の和 

室のスペースがあって、本が並んでいます。 

         また、２０年くらい前には多くの講演会や講習会の中で、ストーリーテリング 

        も開催していました。有名な講師をお呼びすると多くの人が集まっていました。 

スペースが１階にあってもう少し広かったら、多くの人が集まると思います。 

（山口委員）   佐倉市の志津図書館は、催し物に熱心であり映画会を開催しています。文化セ 

ンターの入口近くや駐車場で、映画会や書店や出版社と協力して古本市のイベン 

ト、講演会や市民講座など、何でも良いと思います。志津図書館では映画会が人 

気があるみたいです。 

（池田委員）   他の図書館を見学して意見交換ができるような交流はありますか。 

（事 務 局）   職員全員で見学に行くような機会はないのですが、個々の職員が休日に他の図 

        書館を訪ねることや、館長会議やブロック会議で幹事館に伺うこと等があります。 

出先の図書館や書店に立ち寄ることは日常です。 

         図書館協議会でこれまで視察に何度か行ってきました。平成２７年の夏には指 

定管理を導入している県内の習志野市谷津図書館と流山市森の図書館に委員の皆 

さまと一緒に見学に行っています。 

（池田委員）   千葉市中央図書館には、郷土資料館が併設してあって、資料もパンフレットも 

置いてあるので、親子も来ています。自然観察会に子ども達を連れていってくれ 

る団体があって、発掘関係の本がもっと身近に見られれば、子ども達にとって良 

いことであると思います。 

（片岡委員）   託児サービスについて調べてきましたので報告します。一番近い所では、八千 

代市の中央図書館で週３回、午前１０時から午後２時まで無料で１時間預かって 

くれます。株式会社アスカという保育の派遣をする会社がやっているそうですが、 

他にも都内や他県の方で、時間限定で託児サービスをしている図書館も少しあっ 

て、直接雇用されています。保育士免許を持っている方は一人必要ですが、もう 

一人は熱意があれば雇っているようです。保育料が無料であったり、都内だと 

１時間５００円の保育料をもらっているようですが、子どもと一緒に図書館に来 

てもらうためにも良いと思います。２０、３０代の子育て世代のアンケート回収 

率を上げるためにも、利用しやすくなるような託児サービスが良いと思いますの 

で、是非ご検討ください。 

（長谷川委員）   図書館は生涯学習をする場であり、それぞれの年代によって使い方が異なるの 

で、幼児はお母さんと一緒に来てお話を聞いて本と親しんでいく、小中学生・高 
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校生は自分で調べものや、学習するスペースが必要であると思います。それ以上 

の年代であれば、調べものや読書をするスペースが必要です。今の図書館では、 

どれを行うにしても手狭ですので、それぞれの年代がゆっくり自分の活動ができ 

るスペースを確保することが大切です。スペースが広くなって、多くの人が利用 

すると同時に、サービス面でそれをフォローする職員の数も必要だと思います。 

学校として毎年、児童生徒作品展を文化センターで開催しています。その時期 

は全館ではありませんが、年１回視察した階で色々な教科の作品を展示していま

す。また、夏休み期間には、会館棟を使っての研修会があります。そのような調

整をしながら、色々な活用の仕方も考えなければいけないと思いました。 

（和田会長）   学校行事として定期的に使用していた部分は、今後はどうなりますか。 

（事 務 局）   施設の再配置計画の中で、図書館への要望やニーズが高いことについて、文化

センターの開館棟の活用を考えていくという方針を示されたところです。どこま

で図書館で使えるのか、またこの機能は残したいなど色々な意見が出てきた中で、

調整されていくものと思います。図書館の目指していく方向を定めて、少しでも

利用しやすい満足度の高い図書館にしていきたいと思っています。 

（越島委員）   図書館のコンセプトを考える中で、この図書館をカフェが併設されている特色

のある図書館にしたいなど、どのような図書館にしたいと考えていますか。 

（事 務 局）   市には図書館が一つしかなく、それは今後も同じです。全フロアまとめれば、

それなりの広さにはなりますが、佐倉市や千葉市中央区のような大きなスペース

に魅力を感じる人は多く、そのスペースが広がる最後のチャンスだと思います。

このような図書館を作りたいけれどと、図書館から打診するのみでなく、委員の

皆様の意見を吸い上げて図書館のスペースを広げるための参考にしていければ

と思いました。 

（越島委員）   図書館協議会は年に２回しか開催されません。意見がまとまった部署から先着

順で文化センターへの拡張をすることができるとなると、次回の開催の１０月で

すと意見がまとまらないまま他の部署に拡張されてしまいます。図書館としての

意見をまとめるためにも、図書館協議会を分科会として頻度を上げて行わないと

いけないと思います。 

（和田会長）   私もそう思います。 

（事 務 局）   会議の開催回数について、制約もありますので令和２年度は２回となっていま

す。以前、指定管理者制度の導入の是非について大きな課題がありましたが、そ

の時は資料のやりとりを複数回行って検討してきました。令和２年度も限られた

開催回数の中で、資料のやりとりをさせていただき、意見交換や情報交換を行っ

ていきたいと思います。 

また、市の公共施設再配置計画が決まっていませんので、図書館の施設、サー

ビスのあり方を決めることは難しいと思いますが、他の部署においても同じスタ

ートラインでありますので、少しでも考えをまとめて調整しながら、資料のやり

とりをしていきたいと思っています。 
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（山口委員）   来年度の予算は決まっているのですか。 

（事 務 局）   ３月議会の承認後に決まります。 

（山口委員）   令和２年度の図書館サービス計画（案）に約４０近い項目が記載されています

が、この４０項目を行うだけでも大変だと思います。コミュニティセンター的な

役割として、今後の高齢化社会に向けて地域の中でのアウトリーチサービスであ

ります図書館に来られない方へのサービス、多文化多言語に対応したサービスも

課題としてあると思います。費用はかかりますが、電子書籍はとてもいいものと

思います。 

（福田委員）   図書館員の語学研修はカリキュラムに入っていますか。今後、外国籍の方への

対応は図書館員にも必要性が生じてくると思います。過去においても将来におい

ても図書館員への語学研修を検討したことや行ったことはありますか。 

（事 務 局）   今まで図書館員の語学研修を検討したことも行ったこともありません。多文化

多言語の対策として絵本を集めることを課題にしています。 

（越島委員）   成田空港でも使用されていると聞いていますが、話すと翻訳をしてくれる機械

があります。図書館員も忙しい中、語学研修を行うことは時間的に難しいと思い

ますので、外国籍の方に対しても翻訳してくれる機械を使いながら絵本を探して

あげるといいと思います。 

（事 務 局）   ブックスタートで絵本の紹介や絵本のプレゼントを行っていますが、最近は外

国籍の親子が多いように思います。英語で書かれたパンフレットをお渡しして、

本のご案内もしています。 

（福田委員）   本日、図書館の受付で図書館協議会が開催されるのかを聞いたところ、誰も分

からなかったので、きちんと受付にも知らせてほしいと思いました。 

（事 務 局）   図書館業務委託業者が今年度から替わり一からのスタートとなりました。まだ、

軌道にのっていないところもあろうかと思います。 

（福田委員）   たまたま、私が聞いた委託業者が分からなかっただけかもしれませんが、窓口

はただ本の貸し借りだけではなくて、その他の応対も業務の一つだと思います。 

（山口委員）   資料２「四街道市公共施設等総合管理計画」（長期計画）の基本方針である公

共施設保有量の２０％以上を縮減する等の中で、図書館の予算もこの記載に準じ

て縮減されるのですか。 

（事 務 局）   図書購入費について、総務省の指針に基づき算定されています。公共施設保有

量の２０％以上の縮減により、図書館の予算が２０％削減されることはないと認

識しています。 

（山口委員）   新刊等の資料購入１万冊をぜひ達成できるように強く希望します。 

（福田委員）   公共施設保有量の２０％以上を縮減するという表現はとても曖昧であると思い

ます。２０％以上というのは何を根拠にしていますか。 

（事 務 局）   市の財政力や人口ビジョン、今後の施設の維持管理費用等を分析した結果の数

字です。 

（福田委員）   図書館はとてもよく頑張っているので、２０％以上縮減する標的にならないよ
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うに職員一同で努めてもらいたいです。 

（和田会長）   この問題を検討するにはまだ時間が必要ですので、次回の協議会開催前に、私

と事務局で打合せをして、委員の皆様に資料を配布します。 

次に、（３）その他ですが、何か事務局よりありますか。 

（事 務 局）     ～令和２年度図書館サービス計画（案）について説明～ 

（和田会長）   ありがとうございました。何かご質問のある方はいらっしゃいますか。 

～各委員から質問なし～ 

（和田会長）   その他について、他に何か事務局よりありますか。 

（事 務 局）   令和２年度第１回目の図書館協議会の開催について、エレベーター改修工事の

状況にもよりますが、１０月頃を予定しております。日程が決まり次第、お知ら

せします。 

 

９ 閉 会 

（和田会長）   それでは、以上で令和元年度 第２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  越島 陸雄           


