2019 年度 第 2 回合志市立図書館協議会
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次第
1.開会
2.協議会会長挨拶
3.議題

（1）図書館事業活動経過報告
・令和 1 年 6 月～令和 2 年 1 月までの主な活動報告
・先進地視察研修記録（令和 1 年 10 月 21 日）
・図書館まつり報告
・利用者アンケート結果報告
・年末年始図書館集会室（学習ルーム）開放利用者結果報告

議題

（2）指定管理経過報告
・市生涯学習課説明
・図書館運営体制について…㈱こうし未来研究所説明
（3）令和 2 年度の図書館事業計画について
（4）図書館協議会委員の任期について
（5）その他
4.閉会

議事の概要及び議題または案件に対する意見等の記録
上原館長

1.

開会

田中会長

2.協議会会長挨拶
3.議題：

上原館長

（1）図書館事業活動経過報告
令和 1 年 6 月～令和 2 年 1 月までの主な活動について資料に沿って説明

上原館長
緒方統括責任者

図書館協議会及び職員の館外視察研修について資料に沿って説明
図書館自主事業実績（令和 1 年 6 月～令和 2 年 1 月）について資料に沿って説明

田中会長

これまでの報告についてご意見ご質問はありますか。

正泉寺委員

視察に行った図書館について書棚が高く、本が取れないし、地震の時危ないのではない
かと感じました。また英語と中国語の案内表示があるのは良いが、書棚にそのような本
はなかったのが気になりました。性質が違うとは思うが、合志の図書館はよくできていると
思いました。

緒方統括責任者

高いところの本はイミテーションで雰囲気づくりという面もあるようです。分類も独自の分
類をしてあるので戸惑う部分もあるかもしれません。若者をターゲットに作ったという話を
聞いているので、選書については難しいところもあるのかもしれません。

田中会長

夜のテーブルトークについて、とてもおもしろいと思います。合志市内に有能な方がたくさ
んいらっしゃるので発掘して頂けたらありがたいです。
館外視察については今回 2 回目で、前回は児童書が隅に追いやられていることや、郷土
資料の扱いについて気になるところがあったが、今回改善されているように感じました。
見かけがよく、若者向けだと感じるし、図書館に飲み物はどうなのかなど十分考える必要
があると思うが、新しい取り組みをされていて参考になるところもあると思います。

出口委員

童話発表会について、市の発表と郡市の発表の 2 回行ったが子どもたちの発表が素晴ら
しく感動しました。あのような子供たちが増えて本にも興味を持ってもらえたらと思いま
す。視察研修について、子どものスペースが別につくられていて騒いでも安心なところは
良いなと感じました。また、TRC ブックセンターでの司書の選書がすごいなと思いました。

上原館長

来客カウンターの記録について、資料に沿って説明。
・西合志図書館の来客件数はヴィーブル館のほぼ 2 倍になっている。ヴィーブル館と

泉ヶ丘館については変わらないくらいになっている。この資料でどのくらいの来館がある
のか皆様にご認識頂けたらと思う。
利用者アンケートについて、資料に沿って説明。
・良いと思われるところとして、天文台や図書館まつり、おはなし会、職員の対応など
が挙げられている
・改善すべきところとして、学習スペースの確保、雑誌の種類、職員の対応などが挙
げられている
・今後期待するサービスとして、小学校中学年向けなど対象年齢を上げたおはなし
会の開催、大人向けのイベント、ヴィーブル図書館の時間延長、キッズスペースの充実、
カフェの併設などが挙げられている
小池委員

自分が利用した際に困ったことで、小学生が大騒ぎしていて注意しようかと悩んだが、保
護者らしい方もいらっしゃったのでできず、席を立ったということがありました。職員の方に
伝えたほうが良かったのか、自分で言った方がよかったのか、どう対応すればいいです
か。

緒方統括責任者

職員が気付かないこともあるので、職員までお伝えください。

田中会長

近隣の図書館は合志市よりも後にできているので、スペースの広さなど施設面でうらやま
しく思われるところがあるが、合志市として図書館の展望などありますか。

山隈課長補佐

図書館に関する改築等の計画は全くありません。

豊永委員

ハード面での改善は難しいかもしれませんが、依然借りた本がわかるようになったことな
どソフト面での改善はされているのでありがたいと思います。

上原館長

年末年始図書館集会室（学習ルーム）開放利用者結果について資料に沿って説明
・受験生応援企画として今年度より試行
・期間は 12/28～1/4（1/1 を除く）

田中会長

この計画については昨年度の年間計画には入っていなかったが、急に決められたことな
のですか。

上原館長

そうです。

田中会長

実際の利用は 45 人ということで、市民への周知など十分ではなかったのかもしれません
が、皆さんどうですか。

緒方委員

年末年始ということで、職員の方の負担があるし、利用した方の意見を聞かないと需要が
わからないので、来年度どうするのか費用対効果などよく考える必要があると思います。

上原館長

家よりも勉強に集中しやすい場を設けたら需要もあるのではとの思いから行ったが、今回
初めての取り組みということもあり、周知が行き届かなかったのかなと思います。来年度
の実施については図書館への期待など需要を見て検討していきたいし、皆様のご意見も
参考にさせていただきたいと思います。

北里委員

小学生の利用がなかったという結果だが、小学生は基本的に自分で校区外に出られな
い。年末年始は保護者も忙しく送迎も難しいので小学生は誰もいなかったのではないか
と思います。

米本委員

事前に聞いていたので自分の孫に伝えたが、送迎が必要なので難しかった。あまり無理
はされない方がいいと思います。

平尾委員

中学生は 5 人ということで、知らなかったということもあるかもしれない。開いてもらうのは
ありがたいが、本当に勉強をしに来るのか、友達とおしゃべりに来るなど迷惑をかけない
か心配。職員の皆さんの働き方改革という面からも年末年始というのは大変ではないか
と思います。受験生は塾に行っていると思います。

田中会長

もっと周知すればもう少し利用は増えるかとも思うが、世の中の働き改革といわれる状況
を考慮して来年度検討してもらいたいと思います。

緒方委員

ルーロ合志にもそのようなスペースがあると思うが、年末年始も開いているのですか。

小池委員

合志中校区の子どもたちはこちらが遠いので、菊陽町の図書館を利用して勉強してい
る。塾に行っていない子どももいるし、家より外で勉強した方がいいという子どももいるの
で、もし続けられるなら学校を通して子どもたちに周知してもらえればと思います。

柏尾本部長

ルーロ合志についてですが、グランドオープンが 2 月 23 日ということでこの年末年始はま
だ閉まっていました。市民ラウンジは公開しているのでどなたでもご利用いただけます
が、暖房の効きが悪いところもある。2 階にコワーキングスペースがあり勉強ができるが、
会員制となっている。ルーロ合志の次年度の年末年始活用については検討していきたい
と思います。

緒方委員

こちらは Wi-Fi はつながっていますか。

上原館長

1 時間（15 分×4 回）という時間制限はありますが、使えます。

田中会長

年末年始の学習ルーム開放については今日の意見を踏まえて、実施するなら年間計画
にも入れて頂きたいと思います。

山隈課長補佐

（2）指定管理経過報告
・市生涯学習課より資料に沿って説明
・今回、指定管理候補者申請者数は 1 社（株式会社 こうし未来研究所）
・指定管理候補として選定したもの
名称：株式会社こうし未来研究所
期間：令和 2 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
指定管理料：総額 615,000 千円
・審査結果は 1400 点満点中 1069 点（選定基準 840 点）

柏尾本部長

図書館の管理運営体制について資料に沿って説明
・全国的に図書館のコンサルタントをしているフルライトスペース株式会社とパートナ
ー契約を結んで管理運営を行っていく
・現在連携して運営している NPO 法人 BIB こうしが社団法人となるということで、また
連携して行っていく予定だったが、都合により辞退されたので、新年度からはこうし未来
研究所が司書を直接雇用して行っていくことになり選考委員会での話と変更している
・働き方改革といわれる状況も踏まえつつ、サービス向上を検討していきたい

田中会長

4 社申し込み（説明会への参加）があったということだが、どのようなところですか。

山隈課長補佐

図書館流通センター、熊本綜合管理株式会社、こうし未来研究所、フルライトスペース株
式会社の 4 社です。

田中会長

フルライトスペース株式会社と新しく契約されていますが、契約料はどのくらいで、どのよ
うなことをされるのですか。

柏尾本部長

新年度は年間 120 万円です。全国の図書館の動きや、図書館に求められていることなど
アドバイスを頂きます。具体的には司書の研修をお願いしています。

上原館長

（3）令和 2 年度の図書館事業計画について
合志市立図書館自主事業計画書（案）について資料に沿って説明
・変更点として、読書感想文等の表彰式が市の文化祭のオープニングとなっていたが、
西合志図書館の図書館まつりで行うことに変更

大隅主事

（4）図書館協議会委員の任期について
市生涯学習課より、現在の任期が令和 2 年 3 月 31 日までであること及び、令和 2 年

4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日までの継続について検討・書類提出のお願い
上原館長

（5）その他
「その他」の連絡・報告事項について資料に沿って説明
・御代志市民センター・西合志図書館・ひまわり公園の舗装・駐車場整備工事が 3 月 31
日までの予定
・西合志図書館への「図書消毒器」の設置（令和 2 年 2 月 1 日から）
・次回の協議会は 6 月下旬開催予定

柏尾本部長

移動図書館の運行状況について資料に沿って説明
現在、小学校は巡回しているが中学校には行っていない状況。このことに理由はあるの
でしょうか。巡回を検討した方が良いのかご意見を頂きたいと思います。

平尾委員

理由はわかりません。中学校の図書室の利用は多いです。回って頂いても集まらないの
ではないかと思います。昼休みも 30 分ないくらいです。

上原館長

統計的に中学生になると利用率が減っている現状にあります。

緒方統括責任者

中学生は忙しく、昼休みに時間をとるのは難しいのではないかと思います。学校の図書
室の蔵書も充実しています。

勝木委員

中学生になると図書館の直接利用が増えているように思います。

小池委員

ドンちゃん号に載せてある本は変えられるのですか。対象によって持っていく本も変わっ
てくると思うのですが。

小西副統括責任者

車内の本は順次変えており、プラスでコンテナに本を入れて持って行っています。

上原館長

ジャンルもスペースも限られるので、図書館に来てもらった方がいいのかもしれません。
閉会の挨拶

