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議       事 
平成２８年度第１回野田市立図書館協議会の会議結果は、

次のとおりである。 

庶務係長       〈委員１２人中１０人の出席により会議が成立してい

ること、会議を公開していること、会議資料や会議

録は本庁舎及びいちいのホールの行政資料コーナー

に配置していること、２人より傍聴の申出があり許

可していること、会議録作成のため録音機を使用す

ることを報告〉 

筒井委員長      〈挨拶〉 

教育長        〈挨拶〉 

事務局職員紹介    〈人事異動により交代した生涯学習部長及び南図書館

長を紹介〉 

筒井委員長        会議録等のホームページへの掲載についてを議題

とする。 

総務課より説明願いたい。 

総務課長補佐       現在、野田市では、審議会の開催予定や、会議結

兼文書法規係長     果の概要はホームページに掲載しているが、会議録 

や会議資料は掲載していない。 

会議録や会議資料は、非公開の審議会を除き、行

政資料コーナーで公表しているが、前の議会に、ホ

ームページにも掲載することを要請する陳情の提出

があり、不採択となった。 

             近隣市では、多くの審議会で会議録をホームペー

ジに掲載しているが、会議資料については、掲載例

はほとんどない状況である。 

             ホームページに会議録等を掲載するかは、近隣市

では、それぞれの審議会で判断していただいている

とのことである。 

             野田市においては、審議会の会議録や会議資料を

ホームページに掲載するかについては、情報発信の

観点から必要と考えているが、その取扱いはそれぞ
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れの審議会で判断していただくべきものと考えてい

る。 

             なお、現在の委員の皆様に判断いただくものであ

るので、過去の会議録等は対象とはせずに、本日の

会議から対象にしたいと考えている。 

             また、委員名簿につきましても御判断をお願いし

たいことがある。 

             野田市では、委員名簿に委員の住所や電話番号な

どの個人情報が記載されているため、現在は公表を

していない。 

             しかし、近隣市では、住所や電話番号などを記載

した事務局用の委員名簿とは別に、委員の氏名、任

期、選出区分、職業を記載した名簿を公表している

場合が多いため、そのような委員名簿を公表してい

くか、更に学識経験者などの選出区分に加え、弁護

士などの職業を記載するかについても、それぞれの

審議会で御判断いただくこととしたので、よろしく

お願いしたい。 

筒井委員長        項目が多いため、順を追って質疑を行う。 

             まず、会議録について改めて説明をお願いする。 

総務課長補佐       野田市では現在、ホームページ上の審議会の開催

兼文書法規係長     のお知らせの中で、議題ごとに報告を受け、了承す 

る、又は審議し、継続審議となるというような会議

結果は掲載しているが、会議録は掲載していない。 

             近隣市では、会議録を掲載している場合が多い状

況となっているので、まず、会議録をホームページ

に掲載するかについて、審議をいただきたい。 

筒井委員長        意見、質問などはあるか。 

河合副委員長       方向性として掲載は当然であり、可能な限り対応

していくべきと考えるが、誰がどういう発言をした

かということまでは掲載されないのだろうが、各委
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員の立場の違いが懸念される。 

             また、公開前に委員会へ報告又は承認が必要では

ないか。 

総務課長補佐       発言委員の氏名はすでに紙媒体のものを公開して

兼文書法係長      いるので、それと同じものをホームページで公開し 

  てはいかがかと考えている。 

              事務局において会議録の案ができた段階で確認を

いただき、承認を得たら公開するということを決定

していただけたらよろしいのではないかと考える。 

河合副委員長       立場の違いというものはないか。 

総務課長補佐       それぞれの背景をもった上での発言というものも

兼文書法係長      あるかもしれないが、公開している会議なので、個 

人情報でない限り原則公開が望ましいと考える。 

河合副委員長       委員には現職の校長もおり、当然公の立場として

の発言となるが、その辺りの心配はないか。 

総務課長補佐       公開している会議であり、公務員は公の立場であ

兼文書法係長      るので、その発言内容を考慮するということは、し 

            なくてもよいと思う。 

河合副委員長       余計な心配かもしれないが、例えば教育長と校長

の意見が違っても構わないということか。 

総務課長補佐       委員としての発言であるので構わないと考える。 

兼文書法規係長 

佐藤委員         紙媒体で公開しているということだが、公開する

内容について事前に委員へ確認しているのか。 

総務課長補佐       それぞれの審議会で取扱いが違うので、現状につ

兼文書法規係長     いて図書館協議会の事務局から説明をいただく。 

興風図書館長       委員長一任としている。 

筒井委員長        他にないようであれば、多数決によって決定した

いと思う。 

             会議録のホームページ掲載に賛成の方の挙手を求

める。 
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             全員挙手であるので、掲載することに決定する。 

             次に、会議録の掲載時期について、説明をお願い

する。 

総務課長補佐       会議録の掲載時期については、事務局において一

兼文書法規係長     箇月以内を目途に作成し、委員長に承認を頂いてか 

ら一週間以内を目途に掲載する取扱いとしたい。 

筒井委員長        次に、会議資料のホームページ掲載について説明

をお願いする。 

総務課長補佐       近隣市では、会議資料をホームページに掲載して

兼文書法規係長     いる審議会等は多くはないという状況であるが、当 

            協議会については、会議資料の掲載作業を行うに当

たり事務量が著しく増加するなどの支障は生じない

ことから、掲載する方向でご審議をいただきたい。 

筒井委員長        質問や意見などあるか。 

             ないようであるので、総務課の見解を聞かせてい

ただきたい。 

総務課長補佐       会議資料は事務方で作成するものなので、委員に

兼文書法規係長     は特に問題となるようなものはない。 

             事務的にも負担になるようなことはない状況であ

るので、公開させていただければと考えている。 

筒井委員長        他にないようであれば、多数決によって決定させ

ていただく。 

             会議資料のホームページ掲載について賛成の方の

挙手を求める。 

             全員挙手であるので、掲載することに決定する。 

             次に、委員名簿について説明をお願いする。 

総務課長補佐       現在、行政資料コーナーに委員名簿は配置してい

兼文書法規係長     ない。 

近隣市の委員名簿の公表について調査をしたとこ

ろ、情報公開・個人情報の審査会について、８市の

内、７市で委員名簿を掲載しており、その内の２市
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は氏名と学識経験者などの選出区分で記載されてお

り、その他の５市では大学教授などの職業まで記載

されていた。 

             そこで、本市においても、公表用の委員名簿を作

成し、行政資料コーナーやホームページにおいて公

表することについて、今回本審議会において判断を

お願いするものである。 

             なお、公表用の委員名簿を作成する際には、氏名

と任期、そして、学識経験者や公募に応じた市民な

どの選出区分を記載していただきたいと考える。 

             そのほか、職業又は所属団体などを掲載するかに

ついても、審議会の判断をお願いする。 

興風図書館長       名簿の公開について補足説明をさせていただく。 

現在、教育委員会においては、毎年、発行する教

育要覧に、教育委員会に属する全ての付属機関、審

議会の委員の氏名と選出区分もしくは職業、任期を

掲載している。 

教育要覧は、図書館及び市役所、いちいのホール

の行政資料コーナーで閲覧に供するとともに市のホ

ームページでも公開している。 

筒井委員長        それでは、最初に、公表用の委員名簿を作成し公

表することについて、質問、意見などあるか。 

             ないようであれば、総務課の見解を聞かせていた

だきたい。 

総務課長補佐       市としては、少なくとも委員の氏名と選出区分に

兼文書法規係長     ついては分かるようにお願いしたい。 

筒井委員長        名簿を公表することについて、多数決により決定

したいと思う。 

             名簿を公表することに賛成の方の挙手を求める。 

             全員挙手であるので、公表することに決定する。 

             では、公表することに決定されたので、次に、委
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員の選出区分に加えて、職業又は所属団体なども記

載するかについて、質問、意見などあるか。 

河合副委員長       掲載する内容について個別に相談することは可能

か。 

総務課長補佐       本協議会として委員の職業等を公表することが決

兼文書法規係長     定したならば、後は各委員の判断に委ねるというこ 

            とでよろしいのではないか。 

             先ほど興風図書館長から説明のあった教育要覧に

記載されている名簿は、選出区分と必ずしも一致し

ているものではないので、選出区分の中で何か他に

入れるのであれば、教育要覧に記載されている内容

でも構わないし、他に追加しても構わない。 

             それぞれの委員の判断でよろしいかと思う。 

筒井委員長        それでは、教育要覧の名簿に記載されている内容

をそのまま掲載することに賛成の方は、挙手をお願

いしたい。 

佐藤委員         名簿を公開するかしないかということだが、既に

教育要覧に掲載されて、いろいろなところへ配られ

ているので、既に公開されているのではないか。 

総務課長補佐       紙の上では既に公開されている。 

兼文書法規係長      更にホームページで公開するか、ということであ

る。 

佐藤委員         同じようなことかと思うが、了解した。 

河合副委員長       公表する内容が少し不足しており、もう少し見る

人に親切でもいいかなと思う。 

個人的見解だが、学識経験者だけでは、何だか分

からないので、これでは私のことは分かってもらえ

ないと思う。 

筒井委員長        大方は教育要覧の記載のとおりで良いが、説明が

足りないという委員は、個別に対応できるというこ

とで良いのでは。 
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河合副委員長       それは問題だと思う。 

             詳しく書いてある委員と、そうでない委員がいる

と、いろいろな問題が出てくると思う。 

興風図書館長       事務局としては、教育要覧に掲載している名簿を

元に、氏名と選出区分をはっきりさせて、所属団体

を加えたいと考えている。 

筒井委員長        それでは、教育要覧の名簿に準じて、事務局に一

任ということでよろしいか。 

加瀬委員         教育要覧の名簿の自分のところを見ると、家庭教

育の向上に資する活動を行う者となっているが、な

ぜこうなったのか。 

生涯学習部長       誤解をされている部分があるので、そこから話を 

させていただくが、そもそも委員の委嘱任命関係は 

教育委員会定例会の議決事項になっており、その段 

階で委員氏名と選出区分は公開情報として出てくる。 

             毎年、教育要覧を編集・発行しており、そこに各

審議会の名簿が付けられている。 

             それについては、各図書館、いちいのホール、欅

のホールの行政資料コーナーで閲覧に供している。 

             更に教育要覧は冊子として、ホームページに掲載

している。 

             よって、教育要覧の名簿は既に公開が済んでいる

ので、その点はお間違いのないように。 

             更に、今回どうしてこういう発言になっているか

というと、会議録、会議資料とセットとして出てく

るとう話があるので、それを公開という認識で説明

させていただいた。 

             そこが非常に分かりづらい部分があるかと思う。 

             記載の内容は、条例の選出区分、それを更に具体

化すれば、他の審議会では学校名まで入れていると

ころもある。 
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             また、学識経験者は、委員の肩書を入れることも

可能である。 

             学識経験者としての元となっているものの説明が

足りるか足りないかという判断もある。 

             どうしてこの方が学識経験者なのかということに

なったときに、例えばそういうものを入れたいとい

うことが本人の意思であれば、我々がそれを止める

理由はないし、逆に有り難い話になると思う。 

             基本としては、条例で定められている選出区分を

元にして、もっと具体的に入れた方がよいと本人が

判断いただけるのであれば、そこは話で決めさせて

いただいてよいということになっている。 

筒井委員長        本人の意向を事務局に汲んで頂き、しかるべく公

表していただければと思う。 

             以上、会議録等のホームページへの掲載につい

て、ここで決定をいただいたことについては、野田

市を良くする市民の会からの公開質問状の回答とし

て、事務局で取りまとめをお願いする。 

総務課長補佐       今回お諮りした案件については、これまでの会議

兼文書法規係長     にさかのぼる話ではなく、今回の会議からホームペ 

            ージにアップする取扱いをさせて頂くので、よろし

くお願いしたい。 

筒井委員長        それでは、議題（１）の平成２７年度事業実施状

況報告についてを議題とする。 

事務局より説明をお願いする。 

興風図書館長補佐   〈平成２７年度事業実施状況について報告〉 

兼奉仕係長 

筒井委員長        ただ今の説明について、意見、質問等があるか。 

辻委員          レファレンスサービスについて、具体的な内容を

もう少し詳しく教えていただきたい。 

奉仕係主査        レファレンスサービスには２種類あり、クイック
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レファレンスといって、こういった本があるかとう

いうような簡単な問い合わせのものと、例えば昔の

野田市の商店街の状況を知りたいというような調査

的なものがあり、資料の数値はその両方を含んだも

のとなっている。 

筒井委員長        他に質問がないようであれば、平成２７年度事業

実施状況報告については、報告事項であるので了承

をお願いする。 

             それでは、次の議題に移る。 

平成２７年度運営数値目標の結果についてを議題

とする。 

事務局より説明をお願いする。 

興風図書館長     〈平成２７年度運営数値目標の結果について報告〉 

筒井委員長        ただ今の説明について、意見、質問等があるか。 

他に質問がないようであれば、平成２７年度運営

数値目標の結果については、報告事項であるので了

承をお願いする。 

それでは、次の議題に移る。 

平成２８年度事業についてを議題とする。 

事務局より説明をお願いする。 

興風図書館長補佐   〈興風図書館の平成２８年度事業について説明〉 

兼奉仕係長 

南図書館長      〈南図書館の平成２８年度事業について説明〉 

北図書館長      〈北図書館の平成２８年度事業について説明〉 

せきやど図書館長   〈せきやど図書館の平成２８年度事業について説明〉 

筒井委員長        ただ今の説明について、意見、質問等があるか。 

鈴木委員         せきやど図書館の図書館学校は、なかよし学級の

方が利用したいというものではないのか。 

せきやど図書館長     せきやど図書館の図書館学校は、毎年２校、二川

小学校と関宿中央小学校の２年生を招いて、読み聞

かせを行ったり、本を探してもらったり、図書館利
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用者登録していない児童にその場で登録してもらっ

たりしている。 

             二川小学校のなかよし学級にも来館いただき、公

共の図書館を利用する体験をしていただいている。 

鈴木委員         今年もあるのか。 

せきやど図書館長     今年も既に行った。 

鈴木委員         障がい者の方がグループホームという形で、地域

で暮らしている方がかなりいる。 

             平日は仕事をしているが、土日に活動する場がな

かなかない。 

             この近くにもグループホームが一つあり、図書館

へも来館はしているが、時間をつぶすという感じに

なってしまっているので、障がい者の方達にも、図

書館はこういうように利用できるのですよといった

内容の積極的に参加できるような講座を設けていた

だければ、出掛ける場所があったり、仲間が集える

場所があったりと、何よりもお金がかからないとい

うのが一番良いところなので、そういった企画をし

てもらえたら良いと思うので、よろしくお願いした

い。 

加瀬委員         福田公民館に配属されているので、福田地区の登

録者数が少ないというのは分かるような気がする。 

             その一つは不便であるということである。 

             行くとすれば、南図書館か興風図書館かというこ

とになるが、高齢者は足がない。 

             また、子どもたちはどうかというと、小学校、中

学校とも学校の図書館が充実しているので、わざわ

ざ図書館に来なくてもよい。 

             福田地区の高齢者は公民館と、公民館に隣接して

いる体育館を利用する人が非常に多い。 

             公民館の図書コーナーを充実させればもっと良い
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と思うので、団体として公民館から申し込めば、図

書がこちらへ来るのかどうか。 

             また、福田公民館に置いてある本は古くて汚い

が、本をもらう場合に消毒などはしているのか。 

図書館では返却された本を滅菌しないのか。 

いろいろな人が利用するので汚い。 

興風図書館長       返却された資料は膨大な量なので、それを滅菌処

理するのは難しいと思う。 

             ただ、汚れているものについては、こちらでウエ

ットティッシューなどで汚れを落としている。 

             汚れないように本にカバーをしているので、表紙

は拭けばある程度は汚れが取れるが、本の中に例え

ば飲み物をこぼしてふやけたりしてしまうと、これ

は難しい、 

加瀬委員         場所によっては、紫外線を通せばきれいになるよ

うな装置もあるのかなと思う。 

             最近は潔癖症の方も多いので。 

興風図書館長       そのような装置もあるが、すごく高額である。 

コンパクトなものもあるが、一度に１冊、２冊程

度しかできないので、全体の資料をそれでやるのは

難しい。 

筒井委員長        少し議題からそれてしまったが、平成２８年度事

業についての質問はほかにあるか。 

             ないようであれば、平成２８年度事業については

報告事項であるので、了承をお願いする。 

             それでは、先ほどの団体貸出しについての質問の

答弁をお願いしたい。 

奉仕係主査        団体貸出しについて現状行っているのは、１箇月

各団体へ本の貸出しを行っている。 

             貸し出した先の使用方法については、例えば館内

で閲覧してもらっても、どこかへ個別に貸し出して
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もらっても構わないが、１箇月後には全てそろえて

返却していただくようになるので、その辺の管理を

きちんと行っていただけるようであれば、１箇月間

ではあるが現在でも貸出しは可能である。 

             ただし、本の往復の運搬については、現状では借

りる団体が図書館へ来ていただいている。 

             それから、古い本を処分されたいということであ

るが、各図書館から公民館へ差し上げたものである

ので、処分についてはお任せしている。 

興風図書館長       本を頂けないかということだが、他の施設からも

そういう話があり、提供した例がある。 

             まず相談をいただければ、購入する本とは別に頂

く本もたくさんあり、配架している本と重複してい

るものは、リサイクル等で配布しているので、そう

いった本であれば、提供は可能である。 

筒井委員長        委員の方から他に質問はあるか。 

河合副委員長       教育長への質問であるが、今の質問の派生で、例

えば福田図書館の構想とか、せきやど第２図書館の

構想はあるのか。 

教育長          結論を申し上げると、現状ではそのような構想は

ない。 

             ただ、福田地区について、遠いということによっ

て利用者がなかなか図書館へ出向いて行かれないと

いう現状については認識している。 

             過去においては、移動図書館があったということ

も聞いているが、排出ガス規制の関係で車が使えな

いということから、現状ではなくなってしまってい

る。 

生涯学習部長       排出ガス規制があり、更新をするかしないかの選

択があったが、市内の図書館体制ができたというこ

とで、移動図書館は買い替えず継続しなかったとい
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う状況である。 

             先に教育長が申し上げたとおり、確かに福田、川

間、それから関宿の北端は図書館に来館しにくいと

いう状況下にあることは、こちらも認識している。 

             代替のサービスとして、何らかの手を打たなけれ

ばということは考えているが、箱物については非常

に難しいところがあるので、検討課題とさせていた

だいている状況である。 

教育長          認識している以上は、何らかの手立てを打ちたい

という気持ちは十分にあるので、少し知恵を絞りた

いと思っている。 

筒井委員長        委員の皆様から他に何かあるか。 

             事務局の方から何かあるか。 

庶務係長         委員報酬に係る源泉徴収事務で、税務署へ提出す

る法定書類を作成する上、個人番号が必要となるた

め、会議終了後に確認をさせていただきたい。 

筒井委員長        ほかに意見がないようなので、以上をもって平成

２８年度第１回野田市立図書館協議会を閉会する。 

 


