
令和元年度第２回さいたま市図書館協議会会議

日時：令和元年１１月２５日（月）

１５時００分～

会場：中央図書館イベントルーム

次        第

１ 開 会

２ 議題及び報告事項

 さいたま市図書館協議会について

 さいたま市図書館の概要について

 令和元年度図書館評価報告書について

 今後の進行について

４ その他

５ 閉 会



第１０期 さいたま市図書館協議会委員 

 氏  名 備  考

1 大井 睦 元大学非常勤講師 

2 伊  勲 さいたま市ＰＴＡ協議会理事 

3 小澤 さかえ 音訳グループ木曜会元代表 

4 加藤 路子 さいたま市よい本を読む運動推進員会会長 

5 神谷 暁美 朗読ボランティア岩槻けやきの会代表 

6 志村 浩子 さいたま市私立幼稚園協会教育研究委員会運営委員

7 馬場 範明 全国歴史研究会常任理事 

8 鷲見 優子 浦和子どもの本連絡会世話人代表 

9 木村 美弥子 公募委員

10 松岡 忠男 公募委員

11 森 裕子 さいたま市立小学校校長会

12 福島 博子 さいたま市中学校長会

13 関田 晃 さいたま市立高等学校長会

敬称略 
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令和元年度　さいたま市図書館名簿

館名 拠点図書館名 地区図書館及び分館名 図書館長 電話番号 所在地

波田野　育男 ８７１－２１００
〒330-0055

浦和区東高砂町１１－１
 副館長

 鈴木　透 ８７１－２１００

 課長

酒井　雅之 ８７１－２１７２

 課長

 幸島　敬子 ８７１－２１７３

佐藤　久美 ８３２－２３２１
〒330-0074

浦和区北浦和１－４－２

高橋　優子 ８７５－９９７７
〒336-0932

緑区中尾１４４０－８

美園図書館 ７６４－９６１０
〒336-0967

緑区美園４－１９－１

馬渕　忠秀 ６４３－３７０１
〒330-0843

大宮区吉敷町１－１２４－１

水澤　祐子 ６６４－４９４６
〒331-0825

北区櫛引町２－４９９－１

桜木図書館 ６４９－５８７１
〒330-0854

大宮区桜木町１－１０－１８

大宮西部図書館
三橋分館 ６２５－４３１９

〒331-0052

西区三橋６－６４２－４

馬宮図書館 ６２５－８８３１
〒331-0061

西区西遊馬５３３－１

花形　悦子 ６８７－８３０１
〒337-0002

見沼区春野２－１２－１

大宮東図書館 ６８８－１４３４
〒337-0052

見沼区堀崎町４８－１

七里図書館 藤村　雅之 ６８２－３２４８
〒337-0014

見沼区大谷１２１０

片柳図書館 ６８２－１２２２
〒337-0026

　見沼区染谷３－１４７－１

水澤　弘幸 ８５３－７８１６
〒338-0002

中央区下落合５－１１－１１

与野図書館
西分館 ８５４－８６３６

〒338-0005

中央区桜丘２－６－２８

与野南図書館 ８５５－３７３５
〒338-0012

中央区大戸６－２８－１６

清水　良隆 ７５７－２５２３
〒339-0057

岩槻区本町４－２－２５

岩槻東部図書館 ７５６－６６６５
〒339-0005

岩槻区東岩槻６－６

岩槻駅東口図書館 大木　隆志 ７５８－３２００
〒339-0057

岩槻区本町３－１－１

尾﨑　尚子 ８５８－９０９０
〒338-0835

桜区道場４－３－１

桜図書館
大久保東分館 ８５３－７１００

〒338-0826

　桜区大久保領家１３１－６

内山　恵介 ６６９－６１１１
〒331-0812

北区宮原町１－８５２－１

宮原図書館 ６６２－５４０１
〒331-0811

北区吉野町２－１９５－１

野嶋　尚子 ８４４－７２１０
〒336-0021

南区別所７－２０－１

南浦和図書館 ８６２－８５６８
〒336-0024

南区根岸１－７－１

北浦和図書館

大宮図書館

東浦和図書館

中央図書館

管理課

資料サービス課

北図書館

桜図書館

大宮西部図書館

岩槻図書館

与野図書館

春野図書館

武蔵浦和図書館
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　　　　　令和元年１１月２５日(月) １５時００分～

　　　　　　　中央図書館　イベントルーム

馬場委員 大井委員

鷲見委員 伊 委員

木村委員 小澤委員

松岡委員 加藤委員

森委員 神谷委員

福島委員 志村委員

内山館長
（北）

水澤館長
（与野）

鈴木副館長
（中央）

波田野館長
（中央）

幸島課長
（資料ｻｰﾋﾞｽ課）

酒井課長
（管理課）

高橋館長
（東浦和）

佐藤館長
（北浦和）

水澤館長
（大宮西部）

花形館長
（春野）

野嶋館長
（武蔵浦和）

馬渕館長
（大宮）

清水館長
（岩槻）

尾﨑館長
（桜）

事務局 記者席 傍聴席

さいたま市図書館協議会　座席表

委員長

事務局 事務局
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さいたま市図書館協議会について 

１ 根拠法令 

（１）図書館法第 14 条 

（図書館協議会）  

第 14 条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。  

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図 

書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

（２）さいたま市図書館条例第 25 条（抜粋） 

（図書館協議会の設置） 

第 25 条 法第 14 条第 1 項の規定に基づき、さいたま市図書館協議会（以下「協議会」と 

いう。）を設置する。 

２ 委 員 15 人以内（学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者、公募） 

３ 任 期 ２年（令和元年 11 月１日から令和３年 10 月 31 日まで） 

４ 活動状況 年間３回、任期中計６回の開催 

５ 直近３回の議題及び報告事項 

＜平成 30 年度第２回＞ 平成 30 年 11 月 26 日（月） 

（１）平成 30 年度図書館評価報告書について 

＜平成 30 年度第３回＞ 平成 31 年３月 18 日（月) 

（１）「さいたま市図書館の利用に関するアンケート」集計結果について 

（２）さいたま市図書館ビジョンに基づく取組内容（平成 31 年度）について 

（３）「（仮称）さいたま市図書館ビジョン 第２期」策定基本方針案について 

（４）平成 31 年度図書館評価の目標、指標及び目標値について 

＜令和元年度第１回＞ 令和元年７月２２日（月） 

（１）平成 30 年度事業報告について 

（２）平成 30 年度図書館評価について 

（３）令和元年度の事業について 

６ 報 酬 委員長：日額１２，０００円 委員：日額１０，０００円 
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