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平成２９年度第１回袖ケ浦市立図書館協議会 

 

１ 開催日時  平成２９年７月１９日（水）午後２時開会 

 

２ 開催場所  中央図書館２階第一会議室 

 

３ 出席委員 

委員長 関崎 通郎 委 員 小川 幸男 

委 員 入野 紀子 委 員 溝口 尚子 

委 員 鎗田 典子 委 員 大野 俊江 

委 員 山野 朱代 委 員 髙橋 和子 

委 員 武内 喜美子 委 員 光武 賢一郎 

 

４ 出席職員 

     

教育長 御園 朋夫 
教育部参事 

（生涯学習課長) 
小阪 潤一郎 

中央図書館長 大津 忠志 平川図書館長 小堀 正雄 

長浦おかのう

え図書館長 
嶋田 育子 

中央図書館 

主幹 
藤尾 善之 

中央図書館 

主幹 
今坂 公一 

中央図書館 

副主査 
高石 千明 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ３人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 辞令交付式 

  御園 朋夫 委員が退任したため、その後任として小川 幸男 氏を委員とす

る辞令交付式を行う。 

 

委員、職員の自己紹介を行う。 

 

７ 議 題 

（１） 図書館協議会副委員長の選出について 

（２） 平成２８年度図書館サービス状況点検・評価について 

（３） 平成２９年度図書館経営方針及び重点施策について 

（４） その他 
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８ 議 事 これより関崎委員長による進行。 

 

〇議題（１）図書館協議会副委員長の選出について 

 

関崎委員長 副委員長の選出について自薦、他薦など意見はありますか。 

 

武内委員 事務局から何か案はありますか。 

 

事務局 (藤尾主幹) 御園副委員長が退任し、副委員長が不在となったため、

後任として委員になった小川委員に、副委員長の職についても引き継いでい

ただけないか。 

 

各委員 (拍手、異議なしの声) 

小川副委員長より挨拶。 

 

〇議題（２）平成２８年度図書館サービス状況点検・評価についてのうち、 

サービス目標（１）について 

 

事務局より説明。 

 

質疑 

 

光武委員 別綴じ参考資料Ｐ１①「購入タイトル数／購入冊数（％）」という

指標は何を表しているのか。 

 

事務局（嶋田館長） ベストセラー本など予約の多い本については、複数本

（複本）を購入し、リクエストに対応しているが、限られた予算を有効に活

用するため、なるべく複本を減らし、購入タイトル数を増やそうとするもの

で、平成３２年度目標値を９０％としている。 

 

光武委員 ベストセラーばかりでなく幅広く本を買っていくということか。 

 

事務局（今坂主幹） そうです。 

 

関崎委員長 購入する冊数は予算が減らされれば減ってしまうが、大事なのは

蔵書数だけでなくタイトル数であるということですね。他に意見はあります

か。 
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山野委員 新規登録者を増やす事も大事だと思うが、今学校では将棋がブーム

なので秋のトショロ月間などで将棋大会や将棋講座をやってはどうか。図書

館を知らない小学生が来る良いきっかけにもなる。 

 

大野委員 確かに将棋は子どもたちに人気がある。公民館には将棋盤がないか

ら、家からもってきてロビーでやっている姿をよく見かける。また、今の若

いお母さん方は将棋を知らないので、お母さんと子どもをセットにして親子

教室などを開いて教えるのはどうか。 

 

事務局（大津館長） 秋のトショロ月間は大人向けの催しではあるが、まだ時

間もあるので検討させてもらいます。 

 

髙橋委員 別綴じ参考資料Ｐ１⑦市民登録率が、年々減少しているが理由は

何か。一度登録されればそのままになるのではないのか。 

 

事務局(藤尾主幹) 袖ケ浦市立図書館では１０年間利用していない人の登録を

年度末に抹消しているため、新規で利用券を作った人と、抹消された人との

差し引きで年々減少している。登録者の取り扱いは自治体ごとに異なるため、

市町村相互を比較するのではなく、その市の中での数値の変動を見ていただ

きたい。 

 

光武委員 抹消される人数はどのくらいか。 

 

事務局（藤尾主幹） ２８年度末の市内除籍者（１０年以上未利用者）は１，

５０４人である。３年ほど遡って確認したが、大体毎年１，５００人程であ

る。新規登録者が例年１，１００人～１，２００人くらいなので、その差分

が登録率の減少と考えられる。除籍者の年齢はさまざまであるが、転出や年

齢的な理由が考えられる。 

 

髙橋委員 １０年以上図書館に行っていなかったと思うが、市民登録者として

カウントされていないということか。久しぶりに本を借りる際、仮利用券を

もらったが２か月経たないと新規の利用券がもらえないということだった。 

 

事務局（藤尾主幹） １０年以上経過した場合は新規登録してもらう。ただし、

今回の髙橋委員の場合は、仮利用券を発行したということなので１０年経過

していなかったと思われる。その場合は新規登録ではなく、再発行の手続き

となり仮利用券を発行し２か月後に新しい利用券を発行している。２か月間
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は利用券を探してもらう期間である。 

 

関崎委員長 本質的な問題は、人口が増えてきているのに登録者数が減ってき

ていることをどう見るかである。ここについて議論したいが意見はあります

か。 

 

鎗田委員 子どもの人口は減少しているが高齢者は増えている。定年後の方や

高齢者など、図書館で雑誌や新聞を見ている方は利用券を作っているのか。 

 

事務局（今坂主幹） 来館者に聞いてみると、利用券を持っていない方もけっ

こういる。利用券を作るときには身分証の提示も必要となるが、館内で新聞

や雑誌を読むだけであれば利用券は必要ない。図書館にいる方が必ずしも利

用券を持っているわけではない。 

  

鎗田委員 定年になった方に利用券を作るように呼びかけることはできないか。 

  

事務局（今坂主幹） ここ１０数年、利用者は６０代以上が多く、そういう方

が全員本を借りていけば貸出数も増えるのだが、高齢になると本を読むのが

億劫だという方もいて、なかなか登録率に結びつかない。 

 

関崎委員長 別綴じ参考資料Ｐ１２の一覧のようになっていると、他の市と

比べてしまいがちである。集計方法が異なるのはわかりづらい。 

 

大野委員 袖高生が登録しても市民でない場合は、ここの市民登録者に含まれ

ないから、市外登録者とは別に市内在住在勤者という枠を考えてもよいので

はないか。 

 

関崎委員長 市民だけでなく在住在勤者という枠が持てるのかは、今後の課題

としてもらいたい。 

 

事務局（大津館長） 今回の資料は市内登録者のみで整理させてもらい、次回

以降、登録者の集計方法が自治体によって異なるのであれば、市外の方や在

住在勤者を含めた数値でよいかを確認し、登録者集計方法について協議会の

みなさんと協議させていただきたい。 

 

関崎委員長 市民だけかあるいは全体を見るか、どちらも大事であるので、よ

ろしくお願いしたい。他に意見はありますか。 
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髙橋委員 これから中央図書館に中庭が出来るということだが、中庭で飲食す

る場合は、読んでいた本をいったん貸出処理をするというのはどうか。 

 

鎗田委員 中庭には本を持っていけないのか。 

 

事務局（今坂主幹） 中庭へは本の持ち込みはできるが、食べながら本を読む

ことは今のところ考えていない。 

 

関崎委員長 登録者を増やすためには利用券を作ってもらいたい。そうすれば、

借りた本について責任も出てくるが、作らなくても本を読むことができるの

で、その間をどう捉えるかである。他に意見はありますか。 

 

大野委員 Ｐ５の取組内容にある「本のお楽しみ袋」について、１２０袋３６

０冊すべて貸し出したとあるが反響はどうだったのか。 

 

事務局（今坂主幹） 中身が見えないということで、今まで借りたことのない

本に出会うことができたという意見があり好評だった。 

 

平川図書館長 「本のお楽しみ袋」は中身が見えない福袋形式であり、どんな

本かなという楽しみもあり子どもにも大人にも好評だったと聞いている。 

 

大野委員 好評であったかどうかによって、今後は秋のトショロ月間だけでな

く、クリスマスの福袋や司書が薦める本の福袋などに展開してもよいと思う。 

 

関崎委員長 これからの発展が望める面白い企画だったといえる。 

 

事務局（藤尾主幹） 昨年度は子ども読書の日記念行事の中で子ども向けの福

袋を作り、秋のトショロ月間では大人向けの福袋を作った。カウンターでも

子どもから大人まで意外な本が読めたと好評であったため、今回、夏のトシ

ョロ月間で子ども向けの福袋を行うことにした。他にも機会をみて行いたい。 

 

髙橋委員 Ｐ６に転入者全員に利用案内を配布するとあるが、そこにおすすめ

図書などのリストを入れたらどうか。 

 

事務局（藤尾主幹） 市民課に依頼して、転入手続きの際に図書館の利用案内

を渡してもらっている。どういう形でできるか、有意義な意見なので検討さ

せてもらいたい。 
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生涯学習課長 保育課で希望者に配布している「子育てブック」の中には、幼

児向けのおすすめ図書リストを抜粋し綴じこんでいる。 

 

関崎委員長 市民課での転入手続の際に、利用案内と併せておすすめ図書リス

トなどを配布できるか検討をお願いしたい。 

 

〇議題（２）平成２８年度図書館サービス状況点検・評価についてのうち、 

サービス目標（２）について 

 

事務局より説明。 

 

質疑 

 

光武委員 Ｐ７「メールマガジンの登録者」９３名というのは昨年度で増えた

人数か。 

 

事務局（藤尾主幹） 昨年度だけではなく登録者全員である。７月現在で１１

３名の登録があり少しずつであるが増えている。利用者から登録したいがや

り方がわからないという声も聞く。ホームページ（以下「ＨＰ」）のトップ

から直にメールマガジンの登録ができればよいのだが、現状ではＨＰのお知

らせ記事欄にメールマガジンの登録方法をのせて周知している。 

ＨＰ以外にも市のツイッターで子ども向けの催しやトショロ月間、映画会

など積極的に発信している。  

 

関崎委員長 マーケティングの原理では、どこの層に何を訴えていくのかを知

るのが大事である。メルマガの対象は誰なのか、例えば映画会は年配層が多

いならツイッターで発信しても見る人が少ないのではないか。 

 

事務局（藤尾主幹） 若い方がツイッターの主な対象と考え、昨年度は子ども

映画会の情報などを発信したが、発信する機会は多い方がよいので、今年度

から大人向けの催しや映画会についても積極的に発信している。 

メールマガジンの登録者について、詳細はわからないが普段から図書館に

どんな資料が入ったか関心が高い人や、ヘビーユーザーの割合が高いと思わ

れる。メールマガジンはイベント情報とおすすめ図書情報のリンクを貼るな

どしてうまく配信していきたい。 

 

関崎委員長 ツイッターなど一番関心を持ちそうなのが高校生だと思うが、入

野先生には何人かの高校生に接触してもらい、図書館の配信しているメルマ
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ガやツイッターについての意見を聞いてみていただきたい。 

 

入野委員 利用券について、カードを持つことや登録することが若い世代には

面倒だという意見が多い。一方、携帯はみんな持っているので、携帯にある

個人情報をＱＲコードなどで読み込んで、個人が確定できれば利用券を使わ

ずに図書館が利用できないか、情報科の生徒に投げかけている。お年寄りの

方も免許証の返納などで身分を証明するものがなくなってきているので、携

帯だけで利用できるようになったらよい。 

  また、映画のポスターを図書室の入口に貼ると高校生はすぐに反応する。

映画を見ると本も読みたいようで読書のきっかけづくりにもなる。メルマガ

やＨＰでも新着図書を紹介しているが、著作権など厳しい面もあるはと思う

が、文字ではなくポスターや表紙などを見せるとより効果的で利用につなが

るのではないか。 

 

関崎委員長 携帯電話で図書館の利用券が作れたり、借りることが出来たら面

白いと思う。 

 

入野委員 袖ケ浦市立図書館のＱＲコードを携帯のバーコードリーダーで読み

込むと個人情報入力ページがあり、そこに入力すればここに来なくても利用

券が作れるようになるしくみであり、それを今高校生に研究させている。 

 

事務局（今坂主幹） 本人確認できるかというのはシステムの問題もあり、携

帯電話に入っている個人情報をどこまで認証できるか、また仮にシステムを

変更するとなればそれに係る経費、携帯電話によるなりすましの問題などが

ある。資料検索と個人情報は切り分けて考えないといけない。携帯電話を利

用券として使用するのは現段階では難しいと思う。 

 

関崎委員長 そこまでいくと話が難しくなるが、カードを持つことに抵抗があ

る人に対して携帯を持っていれば利用券代わりになるのではという議論であ

る。 

 

入野委員 情報科の生徒はセキュリティについての知識を持っているので、で

きたらいいなと思っている。 

 

関崎委員長 それでは、携帯と利用券については今後の課題ということで他に

意見はありますか。 

 

大野委員 おはなし会が減少した要因として、Ｐ７学校ボランティアによる読
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み聞かせの時間が増えたからとあるが、図書館のおはなしボランティアと学

校ボランティアの違いは何か。 

 

事務所（今坂主幹） 図書館のおはなしボランティアは、市内の小中学校、幼

稚園、保育所に出向き、学校ボランティアは学校だけで活動されるものなの

で両者の目的は若干異なる。 

 

大野委員 子どもに絵本を読むという括りでは同じ。学校側も図書館からおは

なし会ボランティアが来てくれるのであれば、負担が軽減されるのではない

か。 

 

事務局(今坂主幹) そこは学校側の考え方の問題となる。学校ボランティアの

活動を活発にする目的もあるかもしれない。 

 

大野委員 図書館か、学校に親しみのある学校ボランティアか、どちらを選ぶ

かは学校側で選択しているということか。 

 

事務局（今坂主幹）そうです。学校ボランティアの方も練習されていると思う

が、図書館のおはなしボランティアは養成講座やスキルアップ講座を受講し、

素話も行うなどスキルの高い方がいる。 

 

関崎委員長 別綴じ参考資料Ｐ１～２にある、出張おはなし会の参加人数と

団体貸出冊数の大幅な減少は今後回復できるのか。 

 

鎗田委員 出張おはなし会の人数が減っているのは、子どもの減少によるとこ

ろが大きいと実感している。 

 

入野委員 袖ヶ浦高校の生徒が幼稚園におはなし会に行くとき、教育センター

の学校図書館支援センターと、図書館司書の両方に協力してもらっているが、

学校ボランティアという言葉は初めて聞いた。 

 

関崎委員長 市の縦割り組織とボランティアの横割り組織をどう捉えたらよい

かという重要な議論でもあるが、数値の減少はＡかＢという評価のところに

もつながるので、なぜ減少したかを今後は回復の見込みがあるのかというこ

とも含めて答えてもらいたい。 

 

事務局（嶋田館長） 先ほど意見にもあったように、各学校の各学年の人数が

減少してきているのも要因の１つといえるが、平成２８年度と今年度につい
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ては、おはなし会自体の依頼も減少している。 

また、おはなし会の内容については、図書館が行く場合は素話と絵本の読

み聞かせを行うが、学校ボランティアは絵本の読み聞かせを２０～３０分行

うもので内容が違う。学校ボランティアに携わっている方に図書館のおはな

し会ボランティア養成講座への参加をお誘いしたが、全日数参加するのはな

かなか難しいのが現状である。 

 

入野委員 おはなし会の参加者数を増やすということに関連して、袖高では生

徒が幼稚園や保育所のおはなし会にも行っているが、幼稚園からおはなし会

で読む絵本の冊数を減らしてほしいと依頼があった。保育所の子どもたちは

絵本の読み聞かせにも慣れているが、幼稚園児はおはなしを聞く機会が少な

いので、長時間絵本を聞いていられない。読み聞かせをする対象が議論にな

っているが、それ以前に家庭で親子が本に親しむ環境づくりが大切ではない

か。 

 

山野委員 幼稚園の教室や廊下にも絵本が背表紙をみせて置いてあったりと手

に取りやすい環境にある。幼稚園の先生も、外遊びで疲れた子など絵本を読

んで休憩したりとよく本を読んでいると言っていた。読めないから冊数を減

らすのでなく、そういう子にこそ根気強く読んであげる大切さを教えてもら

いたい。 

 

髙橋委員 団体貸出数が大幅に減った理由は何か。 

 

事務局（嶋田館長） 学校図書館自体の資料が年々充実してきて学校間の貸出

で対応できるようになった。そこで足らないものやテーマとして不足してい

るものについて、図書館に依頼が来るという状況である。また「読み物・絵

本セット」については、昨年度は減少が著しいので、学校図書館支援センタ

ーに確認したところ学校図書館から各学級へ貸出できるようになったことも

一因であるとのことであった。 

 

山野委員 小学校の学級文庫を見る限り充実しているようには感じない。学校

図書館の先生とよりコミュニケーションを図り、学級文庫を充実させてほし

い。 

 

関崎委員長 学校図書館が充実してきているのであれば、来年度以降も同じ状

況が続くので達成率は今後も悪くなることが予想される。 

 

小川委員 さきほど平成２８年度の団体貸出冊数の減少理由について、学校図
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書館の充実があげられたが、平成２７年度の団体貸出は前年度よりも多くな

っている。それはどういうことか。 

 

事務局（嶋田館長） 詳細はわからないが、おそらくテーマごとに図書館とし

て提供できる冊数が異なるためである。例えば「修学旅行」についての本は、

たくさんの資料が貸出できるが、借りる内容やテーマによっては貸出できる

冊数が少なくなってしまう。 

 

光武委員 ホームページの「アクセス件数」と「閲覧件数」の違いは何か。 

 

事務局(藤尾主幹) 今まで掲載していた「アクセス件数」とは、図書館のトッ

プページにアクセスした件数であり、「閲覧件数」とはトップページ以外に

もアクセスした件数の総合計になる。例えば蔵書検索ページなどトップペー

ジ以外のページをお気に入り登録した場合、これまではアクセス件数として

カウントしていなかった。市のホームページも同様に、すべてのページの閲

覧件数を重視するようになってきている。 

 

光武委員 Ｐ７にある国際化への対応とあるが「～より外国の文化を理解し」

は日本人に向けたものか。また、「外国人に日本の文化を紹介するための外

国語資料の充実を図り～」は、外国人向けの資料ということか。 

 

事務局(藤尾主幹) そうです。 

 

光武委員 配布された図書リストの「平成２８年度購入外国語資料」は２番目

以外はすべて外国人向けと思われるがどうか。 

 

事務局（嶋田館長） そのリストは平成２８年度に購入した、本文が英語の本

を抜粋したものであり外国の文化を理解するための日本人向けの本ではない。 

 

光武委員 では、新着図書のアガサ・クリスティーの本は日本人向けなのか、

外国人向けなのか。 

 

事務局（嶋田館長） 毎年外国語資料を選定する際には、予算も限られている

ので方針を決めている。今年度は文芸講座がシャーロックホームズ関連なの

で、それに絡めてミステリーの原書に触れる機会をということで取り入れた。 

 

〇議題（２）平成２８年度図書館サービス状況点検・評価についてのうち、 

サービス目標（３）について 
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事務局より説明。 

 

質疑  

 

山野委員 おはなし会や子ども映画会の集客方法について、幼稚園送迎バスの

乗車口に掲示してはどうか。夏休み中の子ども映画会など、やっていること

を知らない保護者も大勢いるので知ってもらうよい機会になる。 

 

大野委員 私としては、子どもだけでなく、大人向けのおはなし会もすごくニ

ーズがあると思うので開催してほしい。先日も行きたかったという声を多く

聞いた。 

 

鎗田委員 「大人のためのおはなし会」は一昨年くらいから実施していて、昨

年度はもっとやってほしいと言われた。 

 

入野委員 おはなし会の場所も図書館だけでなく、小中学校や幼稚園で開催す

れば近隣のお年寄りも来やすいのではないか。大人がすぐに行ける場所に、

図書館から出向けくことで回数と参加者も増える。 

 放課後の時間など小学校を借りて、おじいちゃんおばあちゃんに絵本の読み

聞かせの方法を教えたり、学童保育に出向むいておはなし会を行うのもよい

のではないか。 

 

関崎委員長 それでは、議題２（１）～（３）についてＡ、Ｂ、Ｃで外部評価

をつけていく。まず、サービス目標（１）についての外部評価はどうか。 

 

髙橋委員 サービス目標（１）の達成率がＢなのは⑦市民登録率だけだが、北

側開発や蔵波の宅地分譲、ブックスタートでの呼びかけなど将来的に上昇す

る可能性があるのではないか。 

 

関崎委員長 将来上昇するから、今は甘い点は付けずにＢでよいということか。

協議会としてはどう評価するか。 

 

武内委員 ⑦市民登録率だけみればＢになるが、全体評価は数字で判断するか

らＡでよいのではないか。市民登録率が下がっている中、図書館側の努力は

評価したい。 

 

関崎委員長 異議のある方はいるか。⑦市民登録率は現在Ｂであるが、これか
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らあがってくる可能性もあるし、それに対して引き続き努力してほしいとい

うことで協議会としての外部評価はＡとする。 

 

全員 異議なし。 

 

関崎委員長 次にサービス目標（２）についての外部評価はどうか。 

 

髙橋委員 ⑫学校図書館への対応・団体貸出総冊数がＢなのは、学校側が充実

してきているというのが理由であるならばそれはそれでよいことだと思う。 

 

関崎委員長 学校図書館が充実しているという外部変動が要因ならば、外部評

価はＡとしてよいか。 

 

入野先生 学校にあるような本ではなく、図書館側にしかない本や対象年齢を

超えた本を提供するなど貸出内容を検討するのはどうか。 

 

事務局（嶋田館長） 団体貸出は要求に応えることが原則であり、求められた

本の貸出をしているから難しい。 

 

関崎委員長 求められたら出すのではなく、普段のコミュニケーションの中で

こんな本があるなどと働きかけてほしい。 

 

小川委員 それは個人のニーズになるので数字に反映されにくい。数字に反映

させるのであれば、学習指導要領に沿ったもの、例えば「短歌・俳句を調べ

ましょう」や「調べ学習」「地理・歴史」などのテーマに合った本の方がよ

い。 

 

入野委員 今学校では、授業を書き写すだけの受け身ではなく、自分で解決し

ていこうというアクティブラーニングという言葉がある。それを高校でも取

り入れているが、コンピュータだけに頼りがちである。図書館でもそういっ

た学習に合った、セットものの資料を幅広く揃えられれば頻繁に借りられる。 

 

関崎委員長 図書館協議会の外部評価はＡであるが、⑫学校図書館への対応・

団体貸出総冊数についての意見としては、学校図書館のニーズについてもっ

と話し合い、目標に近づけられるようアクティブにやってもらいたいという

ことでどうか。 

 

全員 異議なし。 
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関崎委員長 次にサービス目標（３）の外部評価について、すべての達成度が

Ａなので、これは外部評価もＡだと思う。意見としては、おはなし会の対象者

は子どもから大人であり場所も図書館や学校などさまざまである。この分野に

一層力を入れることで、本に親しむ人を増やし、子どもたちが本から学ぶ機会

を増やすことがポイントである。異議がなければ、議題（２）については以上

で終了する。 

 

全員 異議なし。 

 

議題（３）平成２９年度図書館経営方針及び重点施策について 

 

事務局より説明。 

 

全員 異議なし。 

 

議題（４）その他について 

 

特になし 

 

関崎委員長 議題については以上で終了します。引き続き、報告事項を事務局

お願いします。 

 

９ 報告事項 

（１）平成２９年度子ども読書の日記念事業について 

（２）その他 

 

各報告事項について、事務局より説明する。 

 

質疑なし 

 

１０ 閉会のことば 

 

午後５時１０分閉会 


