
 
藤沢市教育委員会定例会（６月）会議録 

 
                   日 時  2005 年６月 10 日（金）午後２時  
                   場 所  東館２階教育委員会会議室    
 
 
１ 開 会 
２ 会議録署名委員の決定 
３ 前回会議録の確認 
４ 教育長報告 
 (1)  藤沢市青少年問題協議会委員の委嘱について 
 (2)  藤沢市青少年指導員の委嘱について 
5 議 事 

(1)  議案第 ９号 藤沢市社会教育委員の委嘱について 
(2)  議案第１０号 藤沢市公民館運営審議会委員の委嘱について 

６ 協議題 
  藤沢市スポーツ振興審議会委員の任命につき市長の意見を求めることについて 
７ その他 
 (1) 「生涯学習ふじさわプラン」基本計画の見直しについて 
 (2) 藤沢市図書館のインターネット予約開始について 
８ 閉 会 
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午後２時 00 分 開会 
開沼委員長  ただいまから藤沢市教育委員会６月定例会を開会いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
開沼委員長  はじめに、本日の会議録に署名する委員は１番・小野委員、２番・數野委

員にお願いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
(「異議なし」の声あり) 

開沼委員長  それでは、本日の会議録に署名する委員は１番・小野委員、２番・數野委

員にお願いいたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

開沼委員長  続きまして、前回の会議録の確認をお願いしたいと思います。 
   何かありますか。 
   特にありませんので、このとおり了承することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
開沼委員長  それでは、このとおり了承することに決定いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
開沼委員長  続きまして、教育長報告をお願いいたします。 
小野委員   それでは、藤沢市青少年問題協議会委員の任命につきまして、ご報告申し

上げます。このことにつきましては、藤沢市青少年問題協議会委員の現委員

２名に変更が生じましたことに伴いまして、その残任期間となります 2005
年５月 23 日から 2006 年 12 月 31 日までを任期として任命させていただい

たもので、任命させていただいた方々のお名前は記載のとおりでございます。 
  続いて、藤沢市青少年指導員の委嘱につきまして、ご報告申し上げます。

このことにつきましては、藤沢市青少年指導員の現委員に２名の欠員が生じ

ましたことに伴いまして、その残任期間となります 2005 年６月１日から

2006 年３月 31 日までを任期として委嘱させていただいたもので、委嘱させ

ていただいた方々のお名前は記載のとおりでございます。以上で報告を終わ

りとさせていただきます。 
開沼委員長  ただいまの教育長報告につきまして、ご意見・ご質問がありましたらお願

いいたします。 
平岡委員  青少年問題協議会委員について、議会からは文教常任委員会委員長と副委

員長が常に選出されるのですか。 
植木生涯学習部参事  毎回、文教常任委員会の正副委員長に参画していただいております。 
開沼委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、報告どおり了承することといたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
開沼委員長  これより議事に入ります。 
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  議案第９号藤沢市社会教育委員の委嘱についてを上程いたします。事務局

の説明を求めます。 
斎藤生涯学習部参事  議案第９号藤沢市社会教育委員の委嘱についてをご説明いたします。

提案理由は、藤沢市社会教育委員に欠員が生じたことに伴うもので、学校教

育関係者３名のうち鎌倉湘南地区県立学校長会から選出の委員１名の異動

によりご提案申し上げものです。氏名等は記載のとおりでございまして、任

期については 2005 年６月 10 日から 2006 年６月 30 日まででございます。

以上です。 
開沼委員長  事務局の説明が終わりました。議案第９号につきましてご意見・ご質問が

ありましたらお願いいたします。 
  特にありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
開沼委員長  それでは、議案第９号藤沢市社会教育委員の委嘱については、原案どおり

決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

開沼委員長  次に、議案第１０号藤沢市公民館運営審議会委員の委嘱についてを上程い

たします。事務局の説明を求めます。 
斎藤生涯学習部参事  議案第１０号藤沢市公民館運営審議会委員の委嘱についてをご説明い

たします。提案理由は、公民館運営審議会委員の任期が 2005 年６月 30 日で

満了とすることに伴いご提案申し上げもので、氏名等につきましては別紙記

載のとおり 78 名で、任期は 2005 年７月１日から 2007 年６月 30 日までで

ございます。以上です。 
開沼委員長  事務局の説明が終わりました。議案第１０号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
川島委員  公民館のあり方が新しい方向へ変化をしてきている中で、各公民館だけで

なく 13 公民館全体として審議はされているのかどうか、それは誰が中心に

なっているのか、また年間スケジュール等があったら教えていただきたいと

思います。 
斎藤生涯学習部参事  公民館運営審議会は年間４回ほど各公民館で開催し、事業の計画実施

について調査・審議していただいております。また各公民館で行う公民館ま

つり、ふるさとまつりの実行委員会委員にもなっていただいております。そ

して公民館運営審議会委員長を中心に審議を進めていただいておりまして、

事務局は各公民館となります。また公民館運営審議会全体を取りまとめる組

織はありませんが、それにかわるものとして社会教育委員会議がございます。

公民館運営審議会では１年に１回程度、全運営審議会委員が集まって情報交

換をしております。 
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川島委員  各公民館とも６名の委員となっているけれども、人口密度とか利用度も違

う中での検討はされたのかどうか伺いたい。 
斎藤生涯学習部参事  13 地区のうち 11 は市民センターと公民館が併設されておりまして、

地域の中核施設と位置づけております。人口密度等の関係では西北部は少な

く、南部は多いわけですが、それぞれの地域に合った公民館事業の展開を重

点にしておりますので、人口の少ない地域の公民館運営審議会委員を少なく

するという考えは持っておりません。 
川島委員  将来に向けて、運営審議会委員に若い人にもなっていただけるような検討

をされたのかどうか。 
斎藤生涯学習部参事  公民館の利用者は 60 代の方が多いという状況から、同年齢的な方が

いいのかなという気もしますが、ご指摘の点は将来の検討課題と考えます。

運営審議会委員には公募委員がおりますが、若年層からの応募が少ないとい

う実態がありますので、将来の検討課題とさせていただきます。 
川島委員  先般タイで行われたサッカーのワールドカップ予選の視聴率は大変高か

ったけれども、その視聴者は 12~13 歳から二十数歳ぐらいの人が 80％で、

中高年は少ないというようなデータもありますので、年齢層の高い審議委員

だけで合議してしまうと、若者の気持ちとか環境が変化しているときに公民

館は活性化しないのではないかと危惧しますので、次年度に向かって検討し

ていただきたいと思います。 
斎藤生涯学習部参事  昨年あるいは一昨年の社会教育委員会議、青少年問題協議会から青少

年の居場所づくりの提言がありました。その施設の１つとして公民館でもと

いうような具体的なお話もありますので、ご意見を踏まえて検討をさせてい

ただきたいと思います。ただ 2007 年問題と言われるように、多くの方がリ

タイアする状況もありますので、その辺も総合的に勘案して検討材料とさせ

ていただければと思っております。 
開沼委員長  団塊の世代への対応として公民館は軸足を置き始めていると受けとめま

したが、子育て支援、子育てをしているお母さんたちへのサポートと子ども

たちへの図書の読み聞かせなども大切です。公民館は一番暮らしに近い部分

での生涯学習理念を持った社会教育のベースだと思います。公民館運営審議

会委員に昭和 40 年から 50 年代生まれぐらいの方、年齢で 30 代ぐらいの方

がいてもいいのではないでしょうか。若い方たちが公民館事業の企画・運営

についての意見交換ができる場所に参画できるような機会があるといいの

ではないかと思いますので、ご検討いただければと思います。 
斎藤生涯学習部参事  現在、委嘱時に 70 歳を超えないことという年齢制限、あるいは活性

化という意味で３期までという基準で運用しておりますが、ご指摘・ご意見

等々を踏まえて検討させていただきたいと思います。 
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開沼委員長  湘南台公民館は比較的若い方で、選出区分も学識経験者となっていますが、

何か特徴があるのでしょうか。 
斎藤生涯学習部参事  湘南台地区は昭和 40 年代前半までは畑でした。そこに多くの方が移

り住んでこられて、また最近は市営地下鉄や相鉄線が横浜まで開通しており

まして、マンション等が増えており、比較的若い地域であります。そのよう

な中でイメージ的なものもあるかもしれませんが、湘南台文化センター、公

民館に来られる方は若年層が多い。そういう人たちの中から委員を選出され

ているのではないかと思います。 
  選出区分欄の学識経験者というのは、公民館長が推薦したという手続的な

部分での記載になっていますので、今後は改めなければいけないと思ってお

ります。それらの方々については、地元の機関紙の方、ＰＴＡ会長、保育の

ボランティア、サークルの方々ですので、他から移り住んでこられた方が多

いまち、人口の異動の激しいまちということで若い運営審議会委員が推薦さ

れたのではないかという気がいたします。 
數野委員  運営審議会委員は学校教育関係者、学識経験者、社会教育関係者の３つに

大別されているが、具体的にはどういう方法で推薦されるのかお伺いします。 
斎藤生涯学習部参事  公民館運営審議会事務局は各公民館でやっておりますので、公民館長

経由で生涯学習部に推薦書が上がってまいります。各地域の特徴とか経過も

ありますので、一律にはいかないのですが、基本的には地域の団体に声かけ

して推薦していただく。また学校関係者についてはそれぞれの地域の関係者

の話し合いで委員の名前が上がってくる。公民館長が独自で推薦してくると

いうことではなくて、地域の声を反映して推薦をしてきているのが実情です。 
數野委員  学識経験者と社会教育関係者とはどういう方たちなのかお伺いしたいと

思います。 
斎藤生涯学習部参事  学識経験者とは公民館長が書類で推薦してきた手続欄に学識という形

で記載しておりまして、学校教育、社会教育、家庭教育並びに学識経験とい

うのが法律上の選出の分野となっておりますので、今後は適切な表現で選出

区分の記載方法を検討していきたいと思います。 
數野委員  公民館長の推薦が学識経験者ということなら社会教育関係者はどんな方

の推薦ですか。 
斎藤生涯学習部参事  社会教育関係者というのは地域の自治会連合会とかサークル連絡会と

いった団体が直接推薦した人とご理解いただきたいと思います。 
數野委員  社会教育関係者が入っていないところは、地域から推薦がなかったと理解

していいのですか。 
斎藤生涯学習部参事  そのようにご理解いただきたいと思いますが、地域によりましては、

以前からそういう団体の人が話し合って公民館長が推薦すればという地域
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もあるやに聞いておりますので、地域の実情によりますけれども、基本的に

は前段に申し上げたような対応です。 
開沼委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、議案第１０号については、原案のとおり決定したいと思

いますが、ご異議ありませんか。 
(「異議なし」の声あり) 

開沼委員長  それでは、議案第１０号藤沢市公民館運営審議会委員の委嘱については、

原案どおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

開沼委員長  次に、協議題に入ります。 
  藤沢市スポーツ振興審議会委員の任命につき市長の意見を求めることに

ついてにつきまして、事務局の説明を求めます。 
田中生涯学習部参事  藤沢市スポーツ振興審議会委員の任命につき市長の意見を求めること

について、ご説明いたします。スポーツ振興審議会委員の任期が７月 25 日

をもって満了することに伴いまして、新たな委員を任命する。これはスポー

ツ振興法第 18 条第４項後段の規定により市町村の教育委員会は、その長の

意見を聞かなければならないということで、市長に意見を求めることについ

てご協議いただくわけです。氏名等は別表のとおりです。任期は２年で 2005
年７月 26 日から 2007 年７月 25 日までです。以上です。 

開沼委員長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対しましてご意見・ご質

問がありましたらお願いいたします。 
  市民公募の２名の方について、全体の公募状況と選ばれた方の経歴等差し

支えない範囲で教えていただきたいと思います。 
広瀬スポーツ課課長補佐  公募状況としては男性３名、女性２名の５名でございます。経歴

ということではスポーツに携わっている方で、青少年に教えたり、自分でも

スポーツを行うなど７年以上の経験者となっております。 
開沼委員長  スポーツ振興審議会の構成メンバーは、体育を支えてきた協会の関係者の

方々と学校の先生方で、地域の体育・スポーツに欠くことのできない方たち

だと思います。人生 80 年社会の中でレクリエーションとしてスポーツを楽

しむ、あるいは健康管理の面から自己管理を大切にして豊かに生きていきた

いという方たちにスポーツの楽しさを広めていくプログラムづくりの審議

会です。今、スポーツのレジャー化、レクリエーション化も進んでおります

ので、そういうところで活躍されている方たちに入っていただくことはお考

えいただいているのかどうか。あるいはＮＰＯ的な形で活動されている方も

多いと思います。もちろん社会教育委員会からということで市民活動を支え

ている方も委員として入っておりますが、スポーツというところからの市民
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活動やＮＰＯということから言いますと、少し枠を広げてスポーツに係って

いる方たちが幅広くこの会議に参画できるスタイルがあってもいいのでは

ないかと思いますが、お考えをお聞かせいただけますか。 
田中生涯学習部参事  市民公募で応募されてきた方の中にはこれからのスポーツ行政をどう

進めていったらいいかということを作文で書かれている。特に子どもたちの

体力不足を行政と一緒にやっていきたいとか、高齢者の介護予防として介護

を受けないような市民があふれるためにはどういうふうにやっていったら

いいかとか、現に市民公募委員を除く 10 人の委員の中には各種団体から推

薦をいただいておりまして、中でも藤沢市レクリエーション協会から推薦を

いただいておりまして、この委員については、レクリエーション協会はフォ

ークダンス協会、民謡協会、ウオーキング協会、いろいろなイベントでゲー

ムを指導する団体も入っておりまして、レクリエーションとゲーム指導する

方も委員になっております。そういう中では幅広く望まれるスポーツ行政に

反映できるような委員構成になっていると思っております。 
川島委員  藤沢市医師会推薦の赤見恵司委員の専門は何ですか。 
數野委員  整形外科医で藤沢市医師会スポーツ医学の会長です。 
開沼委員長  ほかにありませんか。 
  ないようですので、本件について了承することといたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
開沼委員長  次に、その他に入ります。 
  （１）「生涯学習ふじさわプラン」基本計画の見直しについて、事務局の

説明を求めます。 
斎藤生涯学習部参事  「生涯学習ふじさわプラン」基本計画の見直しについてご説明いたし

ます。平成 11 年に策定した「生涯学習ふじさわプラン」も昨年、「ふじさわ

総合計画２０２０」の基本計画が策定されたことに伴い、整合性を図るため

に見直していくということで、生涯学習推進本部長の市長から具体的な審議

を行っていただく社会教育委員会議議長に諮問するものです。現在、諮問書

案は庁内の手続を終えて、決裁中です。 
  今後のスケジュールとしては、７月、８月、９月に審議をしていただき、

10 月にパブリツクコメントを行って、12 月までには答申をいただき、年が

明けましたら基本計画改定案の決定、６月には各課に調査依頼を行い、来年

１月に基本計画が決定した後、２月、３月には実施計画の内容を決めていき

たいと考えております。「ふじさわ総合計画２０２０」では防犯・防災、企

業の移転問題等が主な改正点でしたが、生涯学習プランを取り巻く状況とし

ては次世代育成の法律ができたこともあって、そういうところを中心に見直

しをしていく。総合計画の見直しでは生涯学習プランに影響があるような改
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定ではなかったので、大改正にはならないという気がします。以上です。 
開沼委員長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対しまして、ご意見・ご

質問がありましたらお願いいたします。 
  「生涯学習ふじさわプラン」は藤沢市生涯学習推進会議がまとめられて、

昨年解散されたと思いますが、今回、見直しをするに当たって生涯学習推進

本部が行うということは考えなかったのでしょうか。藤沢市全体の生涯学習

プランを社会教育委員会議へお願いすることになった経緯を教えていただ

きたいと思います。 
斎藤生涯学習部参事  プランの改定作業をなぜ社会教育委員会議が行うのかということです

が、庁内の生涯学習推進本部は存在しております。前回のプランは推進会議

が作成し、その後はチェック機関的な機能を果たしていただいたのですけれ

ども、社会教育委員会議と生涯学習推進会議は似通った内容の行政を進めて

おりましたから、昨年末、生涯学習推進会議は発展的に解消いたしました。

そして今後のプランの改定作業等につきましては、社会教育委員会議にお願

いすることになりました。ただし、生涯学習推進本部は現存しておりますの

で、社会教育委員会議が答申を行った際には推進本部にご報告し、ご意見を

いただきながら最終的につくり上げていくというシステムになっておりま

す。 
數野委員  プランの見直しについて、今まで対象となっていなかった防犯・防災など

の部分について検討されるということですか。 
斎藤生涯学習部参事  事務局としてはご審議いただく前に申し上げる立場にありませんので、

差し控えさせていただきたいと思いますが、プランの中に「ふじさわ総合計

画２０２０」との整合性を図るという一文がありますので、総合計画の改定

の大きな項目についてどれだけ取り入れていくのかについては、各委員には

十分な資料を差し上げてご審議いただく形になろうかと思います。現在の基

本構想、基本計画も数年たっておりますから、でき上がった部分とか必要の

ない部分等については、当然見直しの対象になろうかと思います。 
數野委員  全体的とか抜本的な見直しの必要な部分は諮問されたものというふうに

考えてよろしいのでしょうか。 
斎藤生涯学習部参事  現時点では前提とか制約的なものは設けておりません。 
川島委員   生涯学習プランも総合計画に沿って見直していくということだが、人口の

流動、企業の撤退、出生率等々社会的な流れを考えると、2020 年ぐらいまで

その方向で行くのか、あるいは５年間ぐらいで見直していくのかどうか、伺

いたいと思います。 
斎藤生涯学習部参事  藤沢市では社会教育施設あるいは生涯学習を実践するための施設は公

民館と位置づけておりますので、基本的な考え方は変わらないと思います。
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今の生涯学習プランを策定したときの藤沢の特色は、13 地区に公民館を配置

してそれぞれ執行体制も確立しておりますし、事業についても近隣都市に比

べ充実している。公民館運営審議会は法律上必置ではありませんが設置して、

住民の声を反映した事業展開になっているのではないかと思います。そうい

うような基本的なものは変わらないのではないかと思っております。ただし、

人口等が変わってくるというようなことはあろうかと思っておりますので、

５年単位で見直さなければいけないかと思っております。これはあくまでも

総合計画２０２０の改定作業で想定した藤沢市の人口は平成 32年（2020年）

には 42 万 2,000 人となっております。したがいまして、2010 年では 40 万

9,000 人程度で、現時点は約 39 万人強となっておりまして、2020 年以降に

つきましては、人口が減っていくと推計をしているというようなデータもい

ただいておりますので、この辺も社会教育委員会議に基本的なデータとして

お渡しをしたいと思います。一方、出生率については全国平均で 1.29 という

発表もありましたが、平成 8 年から 14 年については 1.2 幾つということで

藤沢市の場合、平成 14 年で 1.22 となっておりますので、全国平均より少な

いし、都市部に属している傾向かと思いますけれども、この辺も基本的なデ

ータとしてご審議をいただこうと思っております。都市を構成するのは基本

的には人でございますので、そういうものをベースにご審議いただく。ある

いは時代の移り変わりを感じ取っていただいてご審議をいただくという形

になろうかと思います。最近ではＩＴ技術の普及等もありますけれども、市

民の多様なご意見をどういうふうに公民館事業に反映していくかが大きな

考え方のポイントかと思っております。 
川島委員   藤沢市は四十数万になるのではないかと予測されているけれども、全国の

100 万都市と 40 万都市の生涯学習に対する考え方と比較されてやっている

のかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 
斎藤生涯学習部参事  藤沢市は首都圏に位置していて比較的気候温暖な湘南の地ということ

と、東京、横浜への通勤圏であるということで、地方の同一の人口規模の都

市とは違うと思います。藤沢市は知的水準の高い方が多く住んでいると感じ

ておりますので、40 万都市とか 50 万都市がどうという比較は難しいと感じ

ております。ただ東京、横浜、川崎には基本的に公民館はありません。東京

都には２～３年前に公民館が１ヵ所あったのですが、それは生涯学習センタ

ーという名前になっておりますが、藤沢市は 13 地区に細かい網を張り巡ら

して施策を展開しておりますので、その辺は大事にしていきたいと思ってお

ります。 
川島委員  藤沢市の生涯学習に対して積極的に審議していただいて、より住みやすい

生涯学習都市にしていただきたいと思います。 
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西山生涯学習部長  今回の「生涯学習ふじさわプラン」の見直しについて総括的に申し上げ

ますと、基本構想、基本計画策定の趣旨、期間、諸計画との関連では、総合

計画を初め諸計画との整合性を図りつつ施策の具体化を図りますというこ

とで、総合計画２０２０につきましては、昨年、基本計画の改定に着手しま

して、この３月に総合計画審議会で確認をいただいたところでございます。

「生涯学習ふじさわプラン」につきましては、基本構想があり、その下に基

本計画、さらにその下に実施計画があります。基本構想、基本計画の施策の

体系図の中で生涯学習推進の基本方針、基本方針の中の『１』から『４』ま

でが基本構想になります。その右側に啓発活動の推進、生涯学習社会の構築

等が基本計画になります。さらに実施計画になりますと基本計画の下にそれ

ぞれの事業が位置づけられております。実施計画の事業も330ほどあります。

したがいまして、今回は基本計画の見直しということで、丸数字の部分の内

容について総合計画との整合を図る。あるいは次世代育成に係る部分、子育

てに係る部分で、平成 11 年以降の時代的な変化あるいは今日的な課題を基

本計画の中に盛り込んでいただくということで社会教育委員会議に諮問し

ていきたいという内容ですので、よろしくお願いいたします。 
開沼委員長  ほかにありませんか。 
  ないですようので、（１）「生涯学習ふじさわプラン」基本計画の見直しに

ついては、了承することといたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

開沼委員長  次に、（２）藤沢市図書館のインターネット予約の開始について、事務局

の説明をお願いいたします。 
武生涯学習部参事  藤沢市図書館のインターネットによる図書館資料の予約サービスの開始

内容は、本市の図書館（総合市民図書館、南市民図書館、辻堂市民図書館、

湘南大庭図書館）の４館において、図書館資料の予約がインターネットによ

って行うことが可能となる。また、携帯電話でも予約することができる。申

込受付開始は平成 17 年７月１日（金）から、予約可能日は平成 17 年７月

12 日（火）です。 
１ 導入目的及び効果 

従来、インターネットからは、図書館に所蔵されている資料検索のみであ

った。しかしながら、このサービスの導入により仕事等で帰宅が遅い方など、

ご事情によりなかなか図書館まで足を運べない利用者にとっても、予約のた

めに図書館に行かなくても済むという利点が生まれ、予約資料が確保された

時点で来館すればよくなる。また、インターネットで利用者自身の予約、貸

出件数等が自分で確認できるようにもなり、利用者の利便性が一層向上する

と思われる。利用者の手続の流れとしては、４図書館にて受付で申込書に記
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入すると仮パスワードの発行、そして図書館のホームページにおいて、仮パ

スワードにてログイン、そこから利用者自身のパスワードを取得してインタ

ーネット予約の利用が開始される。 
２ インターネット予約システム導入による利用内容の変化 

従来のシステムですと、自宅等のパソコンによって資料の検索のみでした

が、導入後はパソコンもしくは携帯電話、図書館内の端末によって資料検索

ができて、そこから直接資料の予約、予約状況の確認、貸出状況の確認など

がインターネットで確認できる。 
３ 導入後の影響に伴い、予想される予約件数への影響 

予約件数の増加は 60~100％の増。類似都市では世田谷区 63％、練馬区

90％、鎌倉市 100％の増。貸出件数も７％増の見通しを持っております。現

在、４館の予約件数は約 25 万件です。 
  ４ 神奈川県内の導入では、大和市、横須賀市等の 10 市が既に導入してお

ります。以上です。 
開沼委員長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対しましてご意見・ご質

問がありましたらお願いいたします。 
川島委員   携帯電話で予約するのに貸出状況の確認をして図書館に行くのかどうか。 
武生涯学習部参事  利用者は図書館資料に関しては直接予約し、図書館から予約されたとい

う情報を受け取ります。そして利用者に入りましたという連絡が行きます。

そして受け取りには図書館まで来ていただきます。 
川島委員  一度図書館に行って、パスワードを決めて予約し、確認が取れれば借りら

れ、検索は自宅でできるというのはすばらしいシステムだと思います。 
平岡委員  貸出予約や貸出状況の確認ができるということは大変便利ですけれども、

もう少し欲を言わせていただくと市民図書館から一番近い公民館の市民図

書室で受け取れるような方向への動きはあるのでしょうか。 
中川総合市民図書館主幹  市民図書室についてはオンライン化されておりませんので、４館

でしか受け取ることができないのですが、今後オンライン化に向けて予算要

求をしていきたいと考えております。 
平岡委員   鎌倉市は他市の人も利用できるということになっていて、片瀬の人などは

便利に利用しているようですので、藤沢市も早い実現をお願いいたします。 
開沼委員長  オンライン化というのは、各市民図書室で予約したものを借りたり返した

りできるということですか。 
武生涯学習部参事  鎌倉市と藤沢市は本の貸し借り等の相互利用をしております。藤沢市の

せっかくある市民図書室において本の貸し借りの利用ができるようなシス

テムを実現させたいと思っております。今のところ市民図書室の資料そのも

のはコンピュータで処理できる形になっておりませんので、人力によってや
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っておりますけれども、図書館のサービス網は近隣に比べて優れた施設を持

っておりますので、身近に資料の利用できるようなシステムの実現に向けて

研究して予算要求もしていきたいと思っております。 
開沼委員長  私が住んでいるところは予約ができるのですが、近くの市民図書室では受

け取れないのです。働いていますので土日に予約を入れると、月曜日あたり

にインターネットで入りましたという知らせがあるのですが、総合館では５

日間しかとっておいてくれません。それから５日間というと平日に取りにい

かなければならないので、時間的に間に合わないで予約しているのにキャン

セルせざるを得ません。図書館に取り置いておく時間を長めにするとか、市

民図書室で受け取れれば利用者の利便性は格段に変わってくると思います

ので、よろしくお願いいたします。 
武生涯学習部参事  市民図書室でも受け取れるにはオンラインでできるようにしたいと思っ

ておりますが、予算的にできないということであれば物流システムによって

でも何とかできないか検討しております。少なくとも来年度には何らかの方

法でできるようにしたいと考えております。 
   取り置き期間については 10 日間となっております。本来は２週間なので

すが、予約が多くなって資料の回転を求められますと、２週間置いておくの

はもったいないという意見もあって 10 日間となっております。どうしても

来られない方には 10 日間の中で少し待ってくださいというメールが届けば

１回だけは認めるというシステムをつくっております。 
小野委員  例えば４館の総合図書館に本があって、辻堂の近くにいるということであ

れば、そちらへは運んでいただけるわけですか。自分の近くの図書館に取り

に行けるということですか。 
武生涯学習部参事  はい。 
開沼委員長  それでも４館だけですと難しいので、さらに拡大して市民図書室でも利用

できるようになると、小さいお子さんのいるお母さんも子どもと一緒に図書

室が使えるようになると思います。10 日間というのも週末がありますので、

助かると思います。よりよいサービスをお願いいたします。 
    ほかにありませんか。 
   ありませんので、この件は了承することといたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
開沼委員長  以上、本日予定いたしました審議する案件はすべて終了いたしました。 
   それでは、次回の定例会の期日を決めたいと思います。７月８日（金）午

後２時から、場所は東館２階教育委員会会議室において開催することにご異

議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
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開沼委員長  それでは、次回の定例会は７月８日（金）午後２時から、場所は東館２階

教育委員会会議室において開催いたします。 
以上で、本日の公開による審議の日程はすべて終了いたしました。 

午後４時 25 分 閉会 
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