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                           31 社会教育主事講習［A］ 

 

 

講義レジュメ 

 

                             講  師 柳戸信吾(飯能市立図書館)   

 内容・テーマ 

  社会教育施設の経営とネットワーク     期  日  令和元年 8 月 5 日(月)   

 

Ⅰ.飯能
はんのう

市
し

立図書館における経営の実際 

1.飯能市の概要 

位置 埼玉県南西部  面積 193.05k ㎡ 東西 24.81km  南北 20.81km 

人口 79,739 人   世帯数 35,166 世帯 (2019 年 7 月 1 日現在) 

一般会計予算  約 290 億円(令和元年度当初予算) 

2.図書館の概要 

①組織 市直営による運営 

   ・市立図書館 

   ・こども図書館 

   ・分室 2 館 

   ・移動図書館(23 箇所巡回) 

 ②職員 正規職員：11 人(うち司書有資格者 7 人)  非常勤職員：22 人 

    館長  奉仕担当(4 人) 

児童サービス担当(3 人) 

庶務担当(3 人) 

 ③予算  168,653 千円(令和元年度) 

3.市立図書館の概要 

①沿革  1950 年「飯能町議会図書室」を役場に設置 

    1952 年「飯能町立図書館」と改称 

    1974 年 新館（仲町）に移転 

    2013 年 新図書館（山手町）開館 

②所在地  埼玉県飯能市山手町 19 番 5 号 
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③開館時間  火曜日から金曜日 9 時 30 分から 19 時 

       土曜日・日曜日・祝日 9 時 30 分から 18 時 

④休館日   毎週月曜日・毎月最終金曜日(ただし祝日は開館)・年末年始等 

 ⑤施設   ・鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 木造 地上 2 階 

       ・敷地面積 6291.85 ㎡  延床面積 2,712.46 ㎡ 

       ・特徴 ・地場産木材を多用した木の香り漂う空間 

           ・2 階まで吹き抜け、ガラス張りの開放的な空間 

           ・利用者にとって快適な空間 

 ⑥蔵書数   248,271 点(平成 31 年 3 月 31 日現在) 

(内訳)一般書 193,510 冊 児童書 43,191 冊 郷土資料 CD・DVD1,180 点 

   開架書架 96,686 点  閉架書庫 151,585 点 

 ⑦利用状況 ・登録者総数 40,575 人(うち新規登録者数 1,519 人) 

       ・貸出数 280,806 点 ・利用人数 80,929 人 ・来館者数 194,236 人 

(平成 30 年度) 

4.市立図書館の経営方針 

 ①基本理念「市民に愛され、市民とともに創り続ける図書館」 

 ②目指す姿 

  ・「滞在型」図書館 

  ・「課題解決型」図書館 

 ③経営方針の根底となる考え方 

  ・図書館は本を借りるだけのところではない。 

  ・図書館は知の拠点、地域の情報拠点である。 

5.教育振興基本計画での図書館関連事項 

 第２期飯能市教育振興基本計画（平成２８～３２年度）より 

基本方針Ⅳ 地域の魅力を感じられるいきいきとした生涯学習に取り組みます。 

３ 学習活動支援と地域の魅力発信 

(1)図書館サービスの充実 

(2)読書活動の推進 
(5)地域の魅力発信 

6.図書館の施設、資料、人を存分に活かす取組(特徴的な取組) 

 ①施設 

  ・多くの来館者がコンスタントに訪れる場→市の情報発信に利用 
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   →掲示スペースの活用、観光案内 

  ・美しい居心地の良い空間を他の用途としても活用 

   →開館時間中の閲覧室でのミニコンサート「ことばと音のコンサート」 

(ふだん図書館に足を運ばない人にも図書館を知ってもらう。市民の文化活動

発表の場、生の演奏に触れられる場としての役割) 

 ②資料 

  ・図書館で持っている本、データ、情報を市民、地域の課題解決に生かす。 

   →関係機関、部署の課題に関する本を展示、講座の開催 

    例）自殺予防週間特別展示「いのち・つなげる」私を支えたこの一冊 

      認知症介護講習会、男女共同参画映画上映会など 

 ③人 

  ・職員の資質向上のために 

→全職員図書館関連の研修への参加をポイント化し、その結果を運営に関する評価

指標の一つとする。 

  ・ボランティア「飯能市立図書館友の会」 

→利用者と職員をつなぐパイプ役。基本理念「市民と共に創り続ける図書館」を実

践していくために無くてはならない存在。 

Ⅱ.飯能市立図書館における連携の現状と成果・課題 

1.現 状                         (  )は連携先等 

①図書館、博物館、市民会館、公民館との連携(4 観連携) 

 ・「博物館コーナー」常設 開館時から（企画展案内、関連本の展示） 

 ・「ことばと音のコンサート」平成 29 年度～ 年 4 回・今回で 7 回目(4 館連携) 

 ・臨時学習室開放「勉学ノススメ」平成 29 年度～(公民館と連携) 

 ・飯能河原・天覧山散策マップ制作 平成 30 年度(博物館と連携) 

②広告塔として 

 ・「飯能新緑ツーデーマーチ」参加者募集掲示(スポーツ課) 

 ・「博物館愛称募集」掲示(博物館) 

 ・「オリジナル婚姻届」展示(市民課) 

 ・「はんのう 観光案内」コーナーの設置(観光エコツーリズム推進課) 

③知の拠点として(資料展示) 

 ・自殺予防週間・月間特別展示 「いのち・つなげる」私を支えたこの一冊 

 平成 26 年度～ 年 2 回・今回で 10 回目(健康づくり支援課) 
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・世界アルツハイマー月間特別展示「認知症の人にやさしいまちへ」私が推薦するこの

一冊  平成 29 年度～(介護福祉課) 

 ・「人権週間関連展示」平成 29 年度～(地域活動支援課) 

 ・「男女共同参画特別展示」 平成 30 年度～(地域活動支援課) 

 ・飯能高校、飯能南高校との交換展示(図書委員おすすめ本の展示) 

④講座・事業等 

 ・飯能市男女共同参画セミナー映画上映会 平成 28 年度～(地域活動支援課) 

 ・認知症サポーター養成講座 平成 30 年度～（介護福祉課共催） 

 ・情報活用講座 平成 29 年度～(駿河台大学) 

 ・法務セミナー 令和元年度(東京都行政書士会、埼玉県行政書士会) 

 ・飯能高校ビブリオバトルへ参加 (飯能高校) 

2.成 果 

①様々な部署と連携を実施 

 ・教育委員会(博物館、公民館、スポーツ課) 

 ・首長部局(市民会館、市民課、観光エコツーリズム推進課、地域活動支援課、介護福祉課) 

 ・学校(飯能高校、飯能南高校、駿河台大学) 

 ・団体(行政書士会) 

 ・市民(友の会) 

②連鎖的に連携対象ができる。 

③専門家との連携で内容が深まる。 

④図書館の可能性を他の部署が認識する。 

3.課 題 

 ①図書館を利用していない人々を引き込む。 

 ②課題解決の場であることを認識してもらう。 

 ③さらに幅広い部署との連携の実現。 

 ③市職員の図書館への認識を深める。 

 ④主題ごとに精通した司書の育成。 
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