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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 29年度寒川町社会教育委員会議 (第 1回図書館部会 ) 

開催日時 平成 29年 6月9日（金）午後 2時～ 3時 50分  

開催場所 寒川町役場  東分庁舎 2階  第 3会議室  

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

出席者    石黒委員（部会長）宇條委員（副部会長）花山委員  

三澤委員  

欠席者    宮﨑委員  

事務局    長岡教育総務課長、  奥谷教育総務課主査  

小林教育総務課主査、柄澤教育総務課主任主事  

指定管理者（ TRC・相鉄企業体）   

山内 TRC神奈川営業部エリアマネージャー  

戸井寒川総合図書館チーフ  

傍聴者    1名  

議 題 

協議事項 

（１）モニタリング評価外部モニターの選出について 

（２）平成29年度図書館事業計画について 

決定事項 協議事項（１） 

公開又は非

公開の別 

 

公開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

１ .  開会  

 

２．あいさつ  長岡教育総務課長  

 

３．部会長・副部会長の選出  

  部会員の互選により  

  部会長：石黒委員  副部会長：宇條委員に決定。  

  石黒部会長・宇條副部会長あいさつ  

 

４．議事録承認委員の指名  

  ・三澤委員  ・花山委員  
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５.協議事項 

（１）モニタリング評価外部モニターの選出について 

 

【部会長】 それでは、続きまして第５の協議事項に入ります。 

 （１）モニタリング評価、外部モニターの選出について、事務局より説明をお

願いいたします。 

【事務局】  それでは説明させていただきます。外部モニターを選出していた

だくに当たり、初めに町のモニタリング評価の概要について説明させていただき

ます。資料２、寒川町指定管理者制度に関するモニタリング評価について、をご

覧ください。よろしいでしょうか。 

 まず初めに、１ページをご覧ください。モニタリング評価の目的でございます

が、指定管理者制度導入施設については、指定管理者制度のさらなる充実と、よ

り適切かつ確実なサービス提供の確保を目的として実施するものとしてございま

す。 

 モニタリング評価は、指定管理者が指定管理者制度導入施設を管理・運営し、

公共サービスの提供を行うに当たり、条例、規則及び協定等に基づいた運営状況

となっているか、また利用者に寄り添ったサービスを提供できているかについて、

町が定期的、または随時に評価し、指定管理者を監督するとともに、必要に応じ

て指導等を行うことで、適切かつ誠実な公共サービスを確保する仕組みでござい

ます。 

 次に３ページをご覧ください。モニタリング評価の対象についてですが、指定

管理者制度を導入した全施設とし、それぞれの施設の性質により施設類型を分類

して、モニタリング及び総括評価を行うこととしております。施設類型は表のと

おり、選定時の公募・非公募、利用者等の制限の有無により類型化し、図書館に

つきましては、選定は公募、利用者等の制限はないため、施設類型２に分類され

ます。モニタリングは、３ページ以降に記載されている指定管理者から提出され

た各種報告書や、利用者アンケート、実地調査等の基礎資料をもとに行うことと

されており、特に６ページをごらんいただければ、６ページの(３)の実施調査に

ついては、外部モニターとともに調査を行うことで調査の公平性と透明性の確保

に努めることとしております。 

 次に７ページをご覧ください。モニタリング評価の方法についてですが、基礎

資料をもとに指定管理業務モニタリング表をつくることで行います。年２回以上

実施することとしています。今年度については年２回、９月と２月を予定してお

ります。図書館については、(２)施設類型２の場合に該当しますので、広く住民

等に利用してもらうことで、その設置目的を達成する施設であることから、モニ

タリングに当たっては可能な限り外部モニターを活用し、外部の視点を取り入れ
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た客観的な確認作業を行うこととしております。 

 今回選出していただく外部モニターの方には、そちらの下に記載してあります、

④の報告書等をもとにした実地調査の実施、⑤指定管理者業務モニタリング表の

作成を行っていただくことになります。 

 次のページ、８ページにモニタリングを行っていただくに当たっての、外部モ

ニターの視点が記載されておりまして、年２回、９月と２月に職員とともに図書

館の実地調査をしていただき、施設特性に応じた施設管理や事業が行われている

かの専門的知見による確認、利用者や関係団体により近い視点からの評価をして

いただき、指定管理者業務モニタリング表を作成していただくことになります。

指定管理者業務モニタリング表については１４ページ、１５ページの施設類型２

を使用し、モニタリング表の各評価項目の説明につきましては、１８ページ、１

９ページに記載しております。 

 説明は以上となります。こちらの評価を行っていただくに当たり、外部モニタ

ーの選出をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【部会長】  では、ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお

願いします。 

【委員】 ちょっといいですか。 

【部会長】 どうぞ。 

【委員】 具体的にどういうゾーンの方をお考えになっていらっしゃいますか。 

【事務局】 外部モニターということですよね。社会教育委員さんの中から１名、

選出していただきたいと考えております。ですから、このメンバーの方から１名

外部モニターになっていただきたいということです。 

【委員】 そうするとやはり、かなり現在の図書館との行き来が濃密な方で、図

書館運営についての私見を持っているという方ですよね。 

【事務局】 そうです。 

【部会長】 どなたかいらっしゃいますか。４人しかいないので。 

【委員】 ３人ですね。 

【部会長】 では、私、やります。 

【委員一同】 ありがとうございます。お願いします。 

【部会長】 ということで、私でよろしいでしょうか。 

【委員一同】 よろしくお願いします。ありがとうございます。 

【部会長】 では、９月と２月ですね。 

【事務局】 そうです。行政側からは私が一緒に入ります。 

【部会長】 そうですか。そうしたら、日程調整しながらやるんですね。 

【事務局】 そうです。よろしくお願いします。 

（協議の結果、石黒部会長を選出。） 
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（２）平成29年度図書館事業計画について 

 

【部会長】 （２）平成29年度図書館事業計画について、指定管理者から説明を

お願いします。 

【指定管理者】 では、私のほうから発表させていただきます。資料３をご覧く

ださい。重点施策に基づく事業内容としまして、事業計画に示したとおりでござ

います。新規で取り組むことについて少し重点的にご説明をさせていただければ

と思います。まず、重点施策として、１.町民の知的資源としての機能の強化、資

料収集と情報発信につきまして、２つの柱の中で考えております。 

 まず１点目、資料収集についてです。予算拡充により幅広いリクエストへの対

応というところを取り組んでいるところです。具体的には、購読中止雑誌の復活、

新規購入の検討を加え、取り扱う雑誌をちょっと増やせないかということで、動

いているところでございます。 

 続きまして、ヤングアダルトをターゲットとした効果的な配架でございます。

寒川総合図書館にとどまらず、全国的にヤングアダルト層、中高生の図書館離れ

というのは大きな課題でございますので、そこに対して少し効果のある取り組み

をしようというところで、魅力的な配架の見直し、本の陳列の仕方等々を今、検

討しているところでございます。 

 そして、もう１つ、特定テーマ、これは具体的に「科学道１００冊」と表記さ

れていますけれども、このテーマ展示を行うことによって新規の需要の掘り起こ

しをしたいと考えております。この科学道１００冊というのは、評論家の松岡正

剛さんが運営されているイシスという研究施設がございます。こことコラボした

テーマ展示でございます。大型書店等でも多くやっているものでございます。 

 ただ１００冊書架に並べるだけではなくて、科学道１００冊の、本当は今日お

持ちすればよかったのですけれども、冊子がございます。フリーペーパーとして

冊子を、借りた方にお渡ししたりとか、書店をイメージしていただくとわかりや

すいのですけれども、１冊１冊にコメントがついてございます。そういうことで、

コメントと、科学道１００冊でもテーマごとに分かれてございますので、１冊の

本を面で置くだけではなくて、より訴求力を強めた形のテーマ展示を行います。

時期は１１月あたりを予定しております。１１月のテーマ展示で、ちょっと今ま

でとは変わった、より訴求力の強いテーマ展示が寒川総合図書館で実現されると

いうことで、ご報告させていただきます。 

 続きまして、図書・雑誌・新聞・チラシ・ポスター等、さまざまな情報発信に

つきましては、継続事業としましてわくわく古本市への参加による図書館サービ

スのＰＲですとか、ツイッター、フェイスブックによるＳＮＳを使った情報発信

というのも、今、検討をしております。 
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 それから、「図書館総合展キャラクターグランプリ」への参加。図書館総合展と

申しますのは、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、毎年１１月に横浜の

パシフィコ横浜で行われる図書館の全国規模の大きなお祭りでございます。そこ

でキャラクター・グランプリがあります。そこに、だーな君という寒川総合図書

館のイメージキャラクターを参加させることで、少しでも上位に食い込めば、寒

川総合図書館のアピールになるのではないかということで、館長以下、スタッフ、

準備しているところでございます。 

 今、図書館総合展では、いろいろな自治体様ですとか、各図書館の取り組みの

紹介とか、そういったこともやってございますので、ちょっとまだ館長にも言っ

ていない話ではございますが、寒川総合図書館としても何か１つ、いずれ期間内

にフォーラムとか、ブースに参加できればというところは内々で、今、目標とし

ているところでございます。 

 続いてご説明させていただきます。重点施策としまして、多様化する学習要求

と高齢化などの社会的変化に対応できる資料の整備と充実でございます。今は事

業内容としまして、高齢者に対応した環境の整備、高齢化社会ではなくて、今は

超高齢社会であるというようなことも言われておりますので、具体的に大活字本

の充実、それから健康をテーマとしたイベント、またこれも今後の図書館の新た

な課題になってくるかと思いますが、単に資料の貸し出しをするだけではなくて、

地域のコミュニティーの場としての役割というところも、大切な役割になってく

ると考えておりますので、こういったイベント等を通じて、地域の皆様が気軽に

集まれる場としての図書館の役割も果たしていくために積極的に取り組んでいき

たいと考えております。 

 続いて、幅広い利用者をターゲットにしたイベントでございます。これも高齢

者も含めた内容にはなりますが、大人向けの語り部の朗読会、それから落語会等

の開催を行う予定でございます。それから、継続事業としては図書館コンサート

も引き続き実施させていただきたいと考えております。 

 続きまして、新たな発見のある図書館としてのユニークなテーマの企画展示と

いうことがございます。これは先ほどちょっとご紹介しました科学道１００冊に

も関連してきますが、企画展示、ＣＤ展示、それらが複合した展示ですとか、福

袋、その他、文学賞や追悼展示等、さまざまなテーマに即した展示を継続してや

っていきたいと思います。寒川総合図書館では、前年度までかなり大きなスペー

スを使ってテーマ展示をして、利用者の方に喜ばれておりますので、これをしっ

かり受け継いで、なおかつ地域の皆様のニーズに合った情報を発信していきたい

と考えています。 

 続きまして、ネット時代に対応した環境の整備でございます。具体的にはフリ

ーＷｉ‐Ｆｉスポットの設置を検討しております。部分的にＷｉ‐Ｆｉの設置、
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現在Ｗｉ‐Ｆｉ環境を整備している図書館も増えておりますので、そこに対応し

た環境の整備も検討しております。全フロアではなく３階の一部、２階の一部と

か、利用者が調べものをされるスペースで考えております。資料を使った調べも

のという本来の目的に外れないような場所、環境というところは、館長以下、私

たちの方でも検討しておりますので、具体的になりましたら改めてご報告させて

いただきたいと思います。 

 続きまして、３番目の重点施策のご説明をさせていただきます。児童・生徒に

対する図書館サービスの充実、自発的な学習習慣の支援ということで、継続して

行う取り組みもございますが、ここでも新規に取り組みたいこともございますの

で、ご説明いたします。 

 まず事業内容として、親子と本の触れ合い場所の提供、これは継続した毎週の

「お話し会」また、「おひざにだっこのおはなし会」を継続して行ってまいります。

夏には幼児向けのスペシャルイベントというのも企画しておりますので、夏休み

を図書館で過ごしていただけるようなイベントを企画中でございます。 

 それから、児童の読書週間の増進ということで、わくわく読書マラソン、これ

も７月から８月、夏休みの期間にかけて継続して行わせていただきます。 

 それから、学校との連携、１０月に「さむかわ子ども読書１００選」、これも継

続して実施してまいります。 

 それから、自発的な学習の推進といたしまして、図書館を使った調べる学習コ

ンテスト。これは９月から１１月が申し込み期間になるのですが、こちらへの参

加の推進を新規で取り組もうと考えてございます。 

 それから、幼児おはなしコーナーの空間整備でございます。これは具体的には、

カーペットを設置して親子でより長い時間くつろげる環境をつくっていきたいと

いう思いがございましたので、新規の取り組みとしております。 

【指定管理者】  今は、何かあっても大丈夫なように、すぐ床が拭けるように、

ちょうどつるつるな表面になっているのです。そして、一部だけにカーペットを

敷いて、お子さんがくつろいでおはなしが聞けるようになっているのですが、や

はり小さなお子様ですとどうしても保護者の方は、ちょっと冷んやりした所に座

られているというのもありますし、ご一緒に、お膝にお子さんを座らせてお話に

参加したりというか、もう少しカーペットのスペースがあってもよいのではない

かということで、今、こちらも検討しております。 

【指定管理者】  具体的には、パズルカーペットのような子どもさんの安全性

にも配慮して、また、必要でなければ片づけられるし、必要なときは出して大き

くカーペットのスペースを広げるとか、そういう柔軟な対応ができるようなもの

を今、検討しております。また、ものづくりを楽しむ場の提供としまして、これ

も継続事業として工作教室の実施を継続してまいります。 
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 それから、職場体験とその理解ということで、図書館体験ツアーも継続して行

ってまいります。 

 ページの裏面に行きます。４番目です。県立図書館、市町村立図書館等の連携

による情報要求への対応としまして、神奈川県内図書館ネットワークシステムの

広報と相互貸借の利用促進ということです。こちらを活用しまして、寒川総合図

書館にない資料も取り寄せることができます、ということのＰＲを引き続き行っ

てまいりたいと考えております。 

 続いて５番目です。町民を育て町民に育てられる図書館として、地域・学校・

企業等との連携について４つ、ここに挙げております。町と歴史と未来への理解

というテーマで、地元企業、学校関係者による講演会を新規の取り組みとして考

えております。 

 それから、情報発信の場の提供として、住民による創作物の展示会の開催も検

討しております。住民の皆様の地域コミュニティーの場の一環としても有意義な

ものにしていきたいと考えております。 

 続きまして、地元企業の参加と理解ということにつきましては、雑誌のスポン

サー制度を引き続き行っていきたいと考えております。 

 それから、地域住民の参加と理解ということにつきましては、ボランティアに

よるおはなし会、書架整理、これも継続をして行ってまいります。ボランティア

の皆様なしでは実現し得ない部分がございますので、より多くのお子様たちに喜

んでいただけるような会を引き続き実現してまいる所存でございます。 

 以上です。代役でつたない説明で失礼いたしました。ご意見・ご質問等がござ

いましたら、しっかりお預かりさせていただいて、館と共有した上でお答えさせ

ていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

【事務局】 部会長さん、ちょっと１つよろしいですか。 

【部会長】 はい。 

【事務局】 すみません。今、ご覧いただいている事業計画、重点施策５本、そ

してそれに呼応して事業内容という形で書かせていただいておりますが、この重

点施策５本につきましては、町教育委員会のほうで指定管理者に示させていただ

いている重点施策ということで、これに基づいて指定管理者が事業内容を組み立

てているという構図になってございますので、よろしくお願いいたします。重点

施策から事業内容まで全部ＴＲＣさんが自らつくっているということではなく

て、重点施策は教育委員会のほうで示して、これに呼応した事業内容を組み立て

てくださいということで、今、お話のあった内容を組み立てているという状況で

ございます。よろしくお願いします。 

【部会長】 はい。そうしましたら、何かご質問があれば。どうぞ。 

【委員】 図書館コンサートについてですが、前回の会議のときに、ただ図書館
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ってコンサートをするだけでなく、周りにそれに関連した図書を展示するとか、

そういうことについては、どのように考えておいでですか。 

【指定管理者】  せっかく音楽を聞いていただくために集まってくださってい

るので、図書館にあります音楽関係の本、そしてＣＤもございますし、ＤＶＤも

ありますので、あわせてご案内できるように、そして何よりもコンサートを楽し

んでいただきたいと思いますので、閉館後に１階カウンターの前がちょっとした

コンサート会場として活用できますので、そのコンサート会場の近くにそういっ

た資料のご案内もできればと考えております。 

【委員】 時間帯はもう、以前と変わらない時間帯でなさるつもりですか。 

【指定管理者】 はい、閉館の後にご案内させていただこうかと思っております。 

【部会長】 私からいいですか。２番目の重点施策の一番下の、ネット時代に対

応する環境ということで、フリーＷｉ‐Ｆｉスポットの設置検討と書いてあるの

ですけれども、これはどのようなことを想定してつくろうと考えたのですか。 

【指定管理者】  そうですね。館長がおっしゃっていたのは、やはり調べ物等

をするときに、どうしても資料だけではなく、インターネット環境を使って、パ

ソコンの持ち込みですとか、そういったニーズが各図書館で多うございますので、

そういったニーズに対応していくための環境づくりの検討ということでございま

す。全フロアにしてしまうと、もちろん費用のこともございますが、本来静かな

環境で本を読みたい、調べ物をしたい利用者の方とちょっとバッティングしてし

まう恐れがありますので、部分的なスポット、何階のこの部分ではインターネッ

トをつないで調べ物ができますというような環境をつくっていくことを考えてお

ります。 

【部会長】 ということはＰＣの持ち込みも想定した環境づくりということです

よね。 

【指定管理者】 はい、おっしゃるとおりです。ＰＣ、タブレット、それからス

マホ等も、今、普及しておりますので。 

【部会長】  スマホだと基本的にもうつながっているので、わざわざＷｉ‐Ｆ

ｉでなくてもいいような気がするのですけれども。 

【指定管理者】 そうですね。 

【部会長】 ＰＣだと、ＳＩＭフリーのＰＣってなかなか売っていないものです

から、Ｗｉ‐Ｆｉがあると便利かとは思いますけれども。そうすると机と椅子が

逆に必要になっていくようになりますけれども、そういう環境も一緒に考えてい

くのですか。 

【指定管理者】 そうです。もちろん具体的な場所とかにつきましては。 

【部会長】 これから？。 

【指定管理者】 はい、ご相談しながら。 
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【委員】 では、ちょっとよろしいですか。中学の生徒が職場見学ですとか職場

体験学習ということで、これまで受け入れをしていただいているわけですけれど

も、これについては引き続きお願いできますでしょうか。 

【指定管理者】 はい、大丈夫でございます。 

【委員】 よろしくお願いします。それと、昨年度そういう団体的というか集団

的なものではなくて、ジュニア司書講座というのをやりましたよね。個別の参加、

募集形態で。あれは非常にいいなと思っていたのです。司書ってすごく魅力的な

仕事なのだろうと思うので、ぜひ中学生にも体験をさせたいと学校側としては思

っているものですから、やはり学校の宣伝次第だと思うんですね。文化系の子ど

もに「ちょっと行ってごらんよ」と言う。これはぜひ継続していただきたい。も

し人員がいませんでしたら、旭が丘中学校がしますので。これは要望です。 

【部会長】 委員さん、何か。 

【委員】 そうですね。学校のほうでやってくださると有り難いです。昨年、あ

る中学校の図書委員等に個人的に子ども司書を薦めたのですがだめでしたから。 

【副部会長】 それは、この行事の項目の中のどこに入るのですか。それはもう、

書いていないからやらないということなんですか。 

【指定管理者】 いえ、３番の一番下の職場体験と理解、図書館の体験ツアーと。 

【副部会長】 職場体験と司書は違う。授業の中でやっていくから、職場体験は

違いますね。ジュニア司書とは違いますよね。 

【部会長】 行間に書いてある。 

【副部会長】 行間にね。司書だから。 

【部会長】 ああ、司書って書いてある。 

【副部会長】 例えばこの３番は児童・生徒ってなっているけれども、幼児おは

なしコーナーの空間設備って、３番は、児童・生徒というと私は小学生・中学生

というイメージだけれども、幼児おはなしコーナーの空間整備は違うだろうと思

います。 

【委員】 ああ、児童・生徒、そうですね。 

【副部会長】 児童・生徒に対するところというと。 

【委員】 家庭施策が児童・生徒なのに、こちらが幼児になっている。 

【副部会長】 幼児とかっていうのは、これは項目というか、何か新規でわかる

ような気もするし、こういう項目が事業計画なのですか。カーペットの整備とい

うのは。だから、先ほど私が言ったように、こういうパンフレットを例えば充実

してほしいとかいうのは、事業計画ではないなと思っていたのです。カーペット

の整備、空間整備というのは、事業なんですか、 

【指定管理者】 おはなし会に参加されるのが、それこそ幼稚園に通われている

お子さんから小学校の低学年のお子様ということもあったので、そこの中に組み
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込まれていて。かつ、そこに参加されるとなると、やはり、おはなしの部屋が毎

週土曜日のおはなし会の会場となっていますので、ちょっとつながるような形に

なってしまいましたけれども、それでカーペットの設置につながって申しわけな

いのですが、こちらに書かせていただきまして。 

【副部会長】 私、孫を連れて行くときには、本当に小学生はいない内容の話、

おひざにだっこの話。平日の午前中だから、小学生は絶対いません。夏休みはも

しかして来ているかもしれないけれども。 

【委員】 だから、チェックして重点施策のところに幼児を入れればいい。 

【副部会長】 何か違うかなと。重点って呼ぶし、それとも幼児とかっていうの

は全体の、町民全部にかかわることなのかなとか思いながら。私たちは高齢者だ

から高齢者のところばかり見ていたのですけれども 

【指定管理者】 今、書いておいてもらえるかな。 

【指定管理者】 はい。 

【副部会長】 私も同じように高齢者なのですけれども、この大活字本の充実に

ついて、これも具体的に何冊買うとかそういう細かい計画はこれから出てくるの

か。 

【指定管理者】 そうですね。本の種類をもう少し増やすことを考えております

し、まずはそこから手にとっていただけるようにということで、もう少し棚を広

げたり。 

【副部会長】 結構、活用度は高いんですか。 

【指定管理者】 そうですね。やはり、いらっしゃる方が、朝、開館前から並ば

れていらっしゃって。 

【副部会長】 夫も行って新聞を読んでいるんです。 

【指定管理者】 ありがとうございます。 

【部会長】 ということで。 

【副部会長】 借りるのは外で。なるべく活字の大きい本は、というのはあるの

ですけれども、何かシリーズでこういうものについてそろえるとか、要望は大活

字本ではどうなんですか。 

【指定管理者】 やはり、今は本当にいろいろな作者、長編の方も、大活字本と

して発行されていますので、まずはそちらからお応えできるようには考えていま

す。シリーズというのは、ちょっと済みません、まだ勉強不足なところもあるの

で、これからになるかと思いますが、そちらのシリーズも踏まえてもう少し現在

は冊数を増やすところで考えています。 

【副部会長】 計画が大まかですが達成は今年度なんですね。３月までの達成目

標ですか。 

【部会長】 来年３月。 
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【副部会長】 ３月までにこれが達成される。 

【指定管理者】 はい。 

【副部会長】 日付の書いてあるのはわかりやすくて、具体的でいいです。 

【委員】 ３番の「親子と本の触れ合い場所の提供」のところの、おはなし会に

ついてなのですが、１、２年の様子というか、私がやっているときはボランティ

アが１人、あと職員さんが２人入った体制で読み聞かせしておりました。その後

も変わらず。 

【事務局】 いいですか。 

【部会長】 どうぞ。 

【事務局】 昨年の話をさせていただくと、おはなし会については定例で毎週土

曜日の午前中に行ったんですね。それで、月４回ございまして、そのうちの２回

は町の職員が行い、残りの２回についてはボランティアさんが入ってやってくれ

ていました。ボランティアをお願いしたときの人数につきましては１回当たり約

３名ずつというような人数体制になっていました。 

【委員】 ２回に限っては職員さんだけで。 

【事務局】 そうですね。で、職員につきましても１回当たり２名から３名とい

う人数で実施していました。 

【委員】  私は、もったいないなと思ったんです。読み聞かせの講習会とかが

ありましたのに、もっとボランティアの方を活用して、職員さん１人にボランテ

ィアさん２人入ってもいいのではないかなんて。その分、職員さんは別のお仕事

ができますし、もっと活用していただくほうが町民のためにもなるかな。この５

番、町民を育てるという意味でも、ここにもボランティアによるおはなし会があ

りますけれども、増やすという考えで、その回数はなかなか難しいのかもしれな

いのですが、人数を少しでも増やして、なるべくボランティアさん。 

【事務局】 話のついでで済みませんが、２名から３名しかいないのではなくて、

実際には十数名いて、それがローテーションを組みながら交代でやっていたとい

うことです。 

【委員】 わかります。はい。 

【指定管理者】 １回に。 

【委員】 そうですね。ですから、定例会中の２回は職員さんだけではなくて、

そこにもボランティアさんが入って全体で３人という体制に。 

【事務局】 その辺がなかなか難しいんです。 

【委員】 そうなんですか。 

【事務局】 ええ。おはなし会のリハーサルの時間の調整だとか、いろいろ難し

いらしくて、なかなかボランティアさんが町の職員の中に例えば１人入り、２人

入りというやり方もありだとは思いますが、去年あたりは担当も苦労していまし
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た。 

【委員】 もったいないなという思いがあります。ボランティアをもっと活用し

てほしかった。ボランティアと言ってもちゃんと読み聞かせの講習を受けた方で

すので。個人差はあるでしょうがボランティアさんの生涯学習にもなります。 

【副部会長】 できれば図書館のほうで講習会をやってほしいですね。 

【委員】 そうですね。何回かやってほしいですね。私は何度か講座を受けてい

て気づいたのですが、その時に読み聞かせする職員さんが受けていらっしゃらな

かったのが残念でした。いつも読み聞かせているから大丈夫、ではなく職員さん

でも基本を学んでほしいです。 

【副部会長】 できれば講座で、新規でいろいろあるけれども、読み聞かせの講

習会というのをやってほしいと思う。今まで、南部公民館、北部公民館で交互に

何年か前までやってもらって、育ててもらった。そこからブックスタートボラン

ティアに行ったり、小学校の読み聞かせのボランティアに行くと、少し自信がつ

いた。自分勝手な思いとかでなく、基本４回シリーズで教えてもらうと、１年に

１回とか２年に１回でもいいのです。自分の癖、悪い癖があります。絵本の持ち

方ひとつとってもです。子どもたちは何も文句言わない。おばさん、来てくれて

ありがとうぐらい。でも、もっとより深く読んであげたいなと思うときには、講

習会を受けると自分も自信が持てる。ぜひ総合図書館でやってほしいと思います。

希望です。 

【指定管理者】 はい。 

【委員】 一生懸命さに、紙芝居になっちゃうんです。本を伝えるというのは、

やはり紙芝居ではないんですよね。 

【副部会長】 絵本は違いますね。 

【委員】 違うんですよ。ぜひよろしくお願いします。 

【副部会長】 新しい講座であると期待していた。ちょっとなかったので、希望

です。 

【指定管理者】 はい。 

【委員】 また違うほうでよろしいですか。次のわくわく読者マラソンなんです

が、毎年やっていらして、すごく子どもたちがいろいろな達成感を持ってやって

いるのでいいなとは思うんですが、ただ1冊ごとに判を押してあげるだけでなく、

例えば寒川町の簡単な地図を書き図書館をスタートして、10何冊読んだら寒川を

ぐるりとできるなどするともっと興味も湧いてくるし、町を知る機会にもなるの

では。 

【指定管理者】 すごろくみたいな。 

【委員】 そうですね。そんなふうにしてあげたら、もっと地域を知ったり、何

か親しみを感じるのではないかな、ちょっと工夫してくださるとありがたいなと
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思います。 

【指定管理者】 はい。 

【事務局】 すごろく読書にするとおもしろいということですね。 

【委員】 そうですね。いいと思います。 

【委員】 ちょっと別な話で。 

【部会長】 はい、どうぞ。 

【委員】 １階の雑誌コーナーなのですけれども、特に月刊誌ですね。予算の関

係でまだなのかもわからないですが、具体的な会社や雑誌名は言いませんが、も

うちょっと質の高いのを入れていただきたいという気がしますね。もちろん趣味

も大事ですよ。ただ、要するに、選挙の投票率が寒川は低いとか何とかってよく

言うじゃないですか。だから、もう少しグレードを上げたほうが社会教育、啓発

的な側面もあるのでしょうから、それは一応、要望。 

【指定管理者】 ありがとうございます。 

【部会長】 ちょっと私から、実現不可能なような提案を出しますけれども、７

月から８月にわくわく読書マラソンみたいなことで子どもを対象にやってますよ

ね。できれば、巡回バスを何かとタイアップして、この期間だけ回せないか。 

【委員】 コミュニティーバスですよね。 

【部会長】 子どもだから自転車で行くと事故の可能性もあるし、何度も親が一

緒についていくというわけにもいかないし、多分実現不可能でしょうけれども、

５年の間に何か１回ぐらいはマラソン巡回バスみたいなことで、何かできたらい

いかななんて。せめて１回ぐらいはなるたけやってみたいなと思っているのです。 

【副部会長】 では、そのとき私たちは、ボランティアで来た人に冷たいもので

も提供するとか。 

【部会長】 いいですね。あとブレークスルー的な考えでちょっと言わせていた

だくと、いつも思うのですけれども、図書館ってなぜ静かにしなくてはいけない

のかなという思いがあるんですね。皆さん、本を読むときに必ずしも家の中で静

かな環境で本を読んでいるなんていうのはあまりないんじゃないかな。テレビを

見ていたり、誰かと話しているときにちょっと目を落とす、ラジオがかかってい

る、テレビがかかっている、道路で車が走っている、空は飛行機が飛んでいく。

逆に、そういう雑音のある環境をつくれないかなと思うんですね。雑音といって

も、環境をテーマにしたような音楽ＣＤみたいのありますよね。ヒーリング何と

かというのが。それも、そこの全体に流すのではなくて、今、ある程度、１メー

トルぐらいしか音が拾えないという、指向性の強いスピーカーがあるので、そこ

に行くと、例えば鳥のさえずりが聞こえるとか、例えばカンカンカンカンという

踏切の音がするとか、雑踏の人の声が聞こえるとか、みたいなところがあると、

何か売り物になるのかな。 
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【指定管理者】 よろしいですか。 

【部会長】 どうぞ。 

【指定管理者】 実は、実際にそういう環境を実現している図書館も幾つかござ

います。 

【部会長】 あるんですか。 

【指定管理者】 ええ。それは自然音ですね。部会長さんがおっしゃったような

鳥のさえずりですとか、あと川のせせらぎですとか、そういったものを、要は主

に雑誌、新聞コーナーとか、あと、ほんとうにソファ等でリラックスして自由に

読める空間に、あえてそういう音を流してそういう環境をつくっている図書館が

ございます。実際、静寂の場では当然ないわけなので、何かしら、うるさいとか、

そういうご意見があるかというと実は逆で、ほどよく耳に優しい音が流れている

環境なので、隣の人の新聞をめくる音が気にならなくなったとか、そういう利用

者のプラスの意見のほうが多くて、今、そういう環境を推進している自治体様、

図書館様というのが少しずつ増えてきている。そういうニーズは確かにおっしゃ

るとおりございます。 

【部会長】 そうですか。では、ぜひ、ちょっと検討していただいて。 

【指定管理者】 はい。 

【部会長】 全体に流してしまうと騒音になってしまうので。ＢＧＭだとすごく

耳につくんですよね。だから、指向性のあるスピーカーのほうがいいと思ってい

るのですけれども。その部分しか、その音は聞こえないという。外れたらあまり

聞こえない。 

【指定管理者】 一部の空間と言いますか、部分的な環境、そこの空間に入ると

ちょっと耳に優しい音が流れてくるというものですよね。それでは、こちらで検

討させていただきます。 

【部会長】 あとは、幼児の本を読むようなところは、寒川は光天井になってい

ないですよね。 

 影ができないというので、光天井って、全面光天井になっていて、要するに手

元が自分の頭の影にならないというのが、たまにテレビでやるのですが、あれは

非常にお金がかかるので実現は不可能だと思いますが、どこか１カ所やってみる

ようなこともいいかという気はします。 

 何かそのほかにありますか。 

【副部会長】 ５月に上野で子どもの読書のいろいろあった時に、各業界のキャ

ラバンカーが来て本の読み聞かせをやっていました。子どもたちや親子が集まっ

ていたので、わくわく古本市に出店するときとか、童心社とかどこかの業者がキ

ャラバンカーを持ってきてくれて、読み聞かせをしているプロの人たちなので、

私も思わず足をとめて絵本を聞いてきた。わくわく古本市に、どういう出店の仕
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方、参加の形態があるかもしれないが、どこか１台ぐらい、来てくれる業者があ

ったら、検討してみてください。 

【指定管理者】 はい、ありがとうございます。 

【部会長】 あとはいいですか。１.の重点施策の上の段の下の、特定テーマを何

かするという、新規の事業なのですけれども、これは先ほど言われたのは１１月

に何かやりたいと言っていますけれども、これは年に１回というのを想定されて

いるのですか。年度内に１回だけ。 

【指定管理者】 今のところ予定しているのは１回となっていまして、各階にも

それぞれ展示のコーナーを設けている中で、今回新たにこの科学道１００冊とい

うのを提案させていただきましたので、既に１階の企画展示室もそうですけれど

も、１階、２階のところも展示は行っている状態の中に、今回も組み込ませてい

ただきます。 

【部会長】 そうですか。これは、次は何のテーマをするというような計画は、

ある程度練られているのですか。 

【指定管理者】 そうですね。それぞれの展示の場所にもう年間計画を立ててい

るので、そちらもＣＤと本を一緒に置いた展示だったり、あとは、それぞれ１階

に専門の企画展示室がありますので、そちらでもご案内できるものとして、１階

のカウンターに近いところでも展示はご案内させていただきます。 

【副部会長】  今までの位置づけが、それと全く別ということなのですか。こ

の柱が出て新規というと全く別なのですか。毎年これは別の柱で出てくるものな

のですか。この特定テーマというときは。いつものテーマ展示ってありますよね。

今までもやった。これは、それとは全く別個なのですか。特定というのがつくと。

今までのテーマの合間に入る。２本立てでやっているということ？ それとも今

までのテーマ展示をやっていて、そこに特定というのはまた。 

【指定管理者】 今までご案内させていただいていたので、私たちがそれを引き

継いだものは、それこそ図書館の中でテーマを季節に沿ったもの、それから行事

に沿ったもの、そして時事ネタですとか、そういったこと、本屋大賞だったり直

木賞、芥川賞だったり、そういったものに沿ってご案内していた展示のテーマに、

今回新たにＴＲＣで力を入れているテーマとして、この特定テーマというのを加

えるという形でご案内させていただきます。 

【部会長】 加えるのだったら、継続になるよね。 

【副部会長】 加えるのだったら、継続なのではないのですか。 

【指定管理者】 そうですね。その加え方が。 

【部会長】 若干違う。 

【指定管理者】 会社からも持ってきたものだったので、新規のほうに組み込ま

せていただいたのですが。従来ある展示に、会社からそういったご案内できるよ
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うなテーマとしての科学道１００冊を持ってきたので、新規に入れさせていただ

いた。この展示をやることで、従来引き継いできたテーマ展示が、何か減るとか、

そういうことではありません。 

【副部会長】 私はだから、２本立てになるのかなと。 

【部会長】 違う、追加。 

【副部会長】 いいと思う。今までのでずっとやります。特定テーマってそうい

うことなのか。 

【指定管理者】 そこはちょっとスペースを減らしたいとかそういうことではな

くて、新しい利用者のニーズですとか、お声とかを何か得られれば、次に活かし

ていきたいというのが思いでございます。 

【部会長】  あとはいいですか。２か月過ぎまして、こういう事業計画を年度

でいろいろ考えていらっしゃいますけれども、ここの一番の売りってなんですか。

これには一番力を入れているのだという、これは絶対見てもらいたいというもの

は何かありますか。重点施策は重点施策として。 

【指定管理者】 館長の受け売りで申しわけないですが、２カ月たって、やはり

利用者の方のリクエストにお応えしたいと、少しでもそのニーズにお応えしたい

というのが館長がよく言っていることでございまして、その中でやはりフリーＷ

ｉ‐Ｆｉスポット、要は環境面でまず利用者の方のニーズにお応えしていきたい

というのが１つの柱としてございます。 

 それともう１つ、全体のサービスにつきましては、幸運なことに、前年度から

前館長のもとで働いていたスタッフの方がほとんど今も寒川総合図書館で働いて

おりますので、利用者の方へのサービスということについては、継続路線と言い

ますか、まず、今のスタッフたちの労働環境だとかそういったことは、運営事業

者が変わったからといって激変したりすることがないような環境整備をすること

で、同等の利用者サービスが実現できると考えておりますので、もう少し踏み込

んだ環境の整備というところが注目されていると。 

【部会長】 環境整備の中にはそのＷｉ‐Ｆｉのことと、幼児向けの部屋のタイ

ルカーペットということ、みたいなことになるのでしょうか。 

【指定管理者】 そうですね。少しでもそれでまた利用しやすい図書館というと

ころをアピールして発信していければと考えております。 

【部会長】 利用者からのアンケートを集計して、その辺の声が多かったという

ことですか。 

【指定管理者】 利用者からの意見としましては、展示に関しての感想ですが、

そちらは、内容を深く取り上げている、あとスタッフがその展示についてどう力

を入れているかということで、自作の紹介文であったり、部屋の飾りであったり

というのが、子どもから大人まで楽しめるということで、好意的なアンケートを
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頂いております。それを続けてほしいという。 

【部会長】  ここは１つ、売りではないですか。事業内容の一番上のところの

予算拡充による幅広いリクエストに対応ということで、今までにも増して図書購

入にお金を振り分けようというのが、１つ大きな売りだと４月から聞いていると

ころですけれども。町が持っていたものよりもちょっとアップさせて購入してい

こうという予算計画をしていると聞いていますけれども。 

【指定管理者】 購読中止になってしまった雑誌をまず復活させるというのもそ

うなのですが、今はスタッフの中でももう少し年齢を幅広く考えまして、それこ

そそのすぐ下ですけれどもヤングアダルト、１３歳から１９歳の年代の利用者が

少ないのではないか。来てもすぐ３階の自習室のほうに上がってしまって、図書

を手にとってもらえていないというのは、いつも寂しいところがあったので、ま

ずそこの年代も考えて少しずつ資料を購入して、雑誌の購入も今検討に入ってい

るのですけれども、若い世代の利用者の取り込みも今考えて、リクエストの対応

であったり、あとは棚をもう少し考えてみようかというので、そちらを今、館長

とともに話を進めているところです。 

【副部会長】 今までのデータで、このヤングアダルトのところががくっと落ち

てというが、利用者の年齢別のはあるのですか。 

【事務局】 登録者はありますけれども、利用の中での年齢別というのはおそら

くなくて、それは図書館で働く職員の感想だと思います。その中で実態として中

高生についてはすぐに３階の学習室に上がって定期テスト等での学習。 

【副部会長】 学習の場。 

【事務局】 どうしても、そういう傾向にあるのは間違いないですね。 

【副部会長】 学校の図書館が充実していたら学校の図書館で十分とか。それが

あるような。ヤングアダルトというのは何歳ぐらい。 

【指定管理者】 １３歳から１９歳を指しています。 

【副部会長】 寒川の人口そんなにいませんよね。高齢の人がこんなに多くて、

その辺の人口がどのぐらいだったかな。 

【部会長】 自分の学習のために、図書館に足は運んでいるではないですか。３

階にも行きますよね。その子たちを本のほうにも来てもらうような仕掛けをして

いきたいということなのだと思うのですけれども。要するに「ちょっと読んでみ

ようかな」とか「１冊でも、今日借りてっちゃおう」って、自分の参考書だけを

いつも持っているのではなくて、図書館で借りてちょっとは読んでみようかなと

思って、とってもらえるような仕組みをつくっていきたいということだと思うん

です。来ているには来ているので、その子たちに図書館の本を借りていってもら

いたいなという仕掛けをしたいのだということだと思うんです。 

【副部会長】 現実的と思ったりもするのですけれども。 
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【部会長】 せっかく来ているのですから、やはり借りてもらいたいじゃないで

すか。なかなか来ない人に、来いと言うのも大切なことですけれども、せっかく

来ているのであれば１冊でも借りていってほしいと、興味を持ってもらえるよう

な本を置いておきたいということですよね。 

【指定管理者】 はい。 

【指定管理者】 おっしゃるとおり、３階にはずっと長い時間勉強されている学

生の方とか、その利用者の人たちにそのまま素通りで帰られるのではなくて、ち

ょっと図書館に顔を出してみようというような取り組みというのはしていきたい

と思っています。 

【副部会長】 ＴＳＵＴＡＹＡに行って借りてしまうかもしれないですね。 

【部会長】 それは別の本でしょう。 

【委員】 別件でよろしいですか。 

【部会長】 はい。 

【委員】  開館時間なのですが、これは前と基本的には変わっていないのです

か。 

【指定管理者】 はい。 

【委員】 日曜日はあれですけれども、土曜日って意外といろいろなタイプの方

がいると思うんですね。休みの方もいれば。日曜日は休みだけれども土曜日は勤

務があるとか、学生の場合はちょっと寄るというような方もいて。ちょっと聞い

たのですけれども、土曜日をもうちょっと開館していってほしいというようなニ

ーズがないわけでもないようですね。だから、もし可能ならば、それはいろいろ

な他の条件もあると思うんですよ。ですから、その辺もちょっとニーズの把握を、

私もいい加減なので別にそれが何人もということではないんですよ。ちらほらと

聞いただけなので。やはり土曜日と日曜日が交通量も違ったりするということで、

やはり勤務されている方もいるのだろうなと思いますから、そういうところで土

曜の夜の時間帯の必要性というのも検討事項の一部にはどこかで上げておいてい

ただきたい。 

【指定管理者】 はい。 

【副部会長】 前にそういう質問をした時には、利用者がいないっていうふうに

おっしゃっていました。 

【委員】 そうですか。 

【副部会長】 実際には。 

【委員】 減ってしまうということですか。 

【副部会長】 いないっておっしゃっていましたね。 

【委員】 土曜日の夜というと、勉強というよりは遊びに行ってしまうというの

はあるのでしょうけれども。ただマイノリティーの人でも、そこでしかできない
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方が行くという場合もあるので。 

【指定管理者】 明るいうちの利用者の方は比較的親子連れということでは来て

くださって、土曜日はましておはなし会が午前中に。 

【委員】 おはなし会に行くからね。 

【指定管理者】 そうなんです。それで足を運んでくださるのですが、やはりお

昼過ぎになってきますと少しご利用の方は、私の主観になってしまうのですけれ

ども、落ち着いてくるようになるかと。３階の自習室のほうも、明るいうちはや

はりご利用があるのですけれども、やはり午後、お昼をまわってきますとだんだ

んお帰りになる方があるというところがあります。 

【副部会長】  駐車場がいっぱいでというのは、今回あまり出ませんでしたか。

以前、赤ちゃん連れの人は、駐車場は遠いので、例えば本を１０冊借りて、紙芝

居を借りて赤ちゃんを連れて、向こうから歩いて来るのがすごく大変だ、と言っ

ているお母さんはいました。図書館の前にとめられたらいいと言っていました。

【部会長】 すぐいっぱいになってしまうよね。 

【委員】 だから、あそこだけは有料にしたらいかがですか。１時間幾らとか。

そうすると早く回転する。 

【副部会長】 たまにバイクとか自転車も並べ方がぐちゃぐちゃのときがある。 

【委員】 何か立て札しますか。なるべく弱者に譲ろうなど。 

【副部会長】 車椅子のマークのところはね。でも、ベビーカーマークは難しい

かな。 

【指定管理者】 ちょっと遠くて。 

【副部会長】 ほんとうは雨の日ほど外で遊べないから図書館に行きたいのだけ

れども、「駐車場が」って言っていましたね。 

【部会長】  ただいま３時１５分ですけれども、何かほかにありますか。今日、

これ何時まで。 

【事務局】 一応、２時間以内ということで考えています。 

【部会長】 ２時間以内。いかがでしょうか。そろそろ出尽くしたみたい。まだ

１カ月だものね。 

【副部会長】 利用者の声とかどうですか。どういうのが入っていますか。 

【指定管理者】 アンケートでお褒めの言葉をいただいています。 

【部会長】 確かに、こういったときに要望とか。 

【指定管理者】 何よりも働いているメンバーが変わらなかったのが安心という

ことです。 

【部会長】 いかがでしょう。ネガティブな意見書いてしまう。 

【指定管理者】 ちょっと補足をさせていただくと、やはり継続して働くスタッ

フの皆さんにとっては、職場環境と言いますか、環境が変わりますので、待遇で
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すとかそういったもの、それに対して、雇い主が変わってちょっとやりにくくな

ったから退職しますとか、出勤回数を減らしますとか、そういう方は全くおりま

せん。全員が以前のまま勤務してくださっています。２カ月たって、私もスタッ

フの何人かと面談させてもらっていますけれども、雇い主が変わったことに対し

て好意的に受けとめて、いろいろ意見やアイデアとかを言えるような職場にして

いきたいというスタッフの方がたくさんいらっしゃるので、そこは本当にありが

たいと思っています。 

 なので、その部分でいくと、もう本当に、これからこの事業計画により具体的

に取り組むためのベースというものは、しっかりしたものが寒川総合図書館にご

ざいますので、少しでも町民の皆様の期待に応えていけるような図書館にしてい

きたいと思います。 

【部会長】 そのほかにご意見がなければ締めてしまいますけれども、よろしい

ですか。 

【事務局】 はい。 

【部会長】 それでは、滞りなく終わりましたので、その他、事務局より何かご

ざいますか。 

【事務局】 はい。大変ありがとうございました。次回ですけれども、今回、年

度の比較的初めに行いまして、事業計画をご紹介させていただきましたが、年２

回の予定なので、次回は２月ごろに開催させていただいて、年度の結果のお話に

なろうかと思いますので、よろしくお願いします。次回の時期については２月ご

ろを予定しています。よろしくお願いいたします。 

【部会長】 それはまた調整ということになるのですか。 

【事務局】 そうです。そうさせていただきます。 

【部会長】 そうすると、２月の時には、モニターの９月と２月、定例会の前の

日までに多分やらなければいけないと思いますので、フィードバックも兼ねて多

分されるのではないかと。 そうしましたら、次にほかの委員の皆さんから何か

ございましたら。 

【副部会長】 社会教育委員とはまた別個かもしれないのですけれども、これが

今年の社会教育委員の図書館部の活動になっているのですか。      

【部会長】 アクティビティーだよね。 

【副部会長】 これは全く別だからこれはこれで締めてしまって、社会教育委員

のほうはまたこれをもとに何かやるんですか。 

【事務局】 確かに今回、社会教育委員会議というのは基本的には２年間でテー

マを設け、それに基づいて２年間話し合っていただいて、最終的に何らかのまと

めをつくっていただいているというのが今までの流れかと思います。今回、テー

マがちょうど「指定管理者制度を活かした公民館、図書館のあり方について」と
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いうことになっています。去年１年間については、どちらかというと指定管理者

制度導入の過程とかその辺の部分がどうしても重点的な部分になってしまったの

で、今、正直そのテーマの内容に入れていないかなと思えるところはあります。 

 ４月から指定管理者制度が始まり、公民館部会、図書館部会が新たに設置され

ましたが、まだ方向性が定まっていないところがあります。現状、予算的な部分

と、初年度ということもあって公民館部会、図書館部会については年２回で最初

の事業計画をやっていただいて、最後に総括的な部分もしくは次年度の計画を見

ていただくという想定でスタートしたところがあります。 

 ただ、ちょうど今回、テーマ的に公民館、図書館の話になっていますので、場

合によっては部会のほうで今のテーマをもっと深く掘り下げて話し合って、最終

的に全体でまとめたほうがいいという話であれば、全体会を削って部会に移すと

いうことも考えております。 

 なので、今度は６月にあるのですけれども、どういう方向で進めていくかを事

務局で練らせていただいているところなので、場合によっては部会のあり方みた

いなものを話していただいて、最終的に部会から持ち寄って全体のテーマをまと

めていただくというのも１つの案かとも考えています。 

 まだ事務局のほうでしっかり固まっていないところがあるので、そういうこと

も想定しているというところです。 

【部会長】 まだ定まっていない。 

【事務局】 もともと公民館部会、図書館部会を起こしたというのは、今回はた

またまテーマが一緒ですけれども、本来であれば別のもので、公民館、図書館に

ついて話し合っていただく場ということで、立ち上げております。ただ今回につ

いては、先ほど言った、１年間ちょっと本題に入れなかったという部分と、たま

たまテーマが重なっているという部分があるので、部会で話し合っていただいた

ほうが効率がいいという話であれば、そちらで協議をしていただいて、最終的に

まとめていただくというのも１つかなというところです。本来的には別のもので

す。 

【副部会長】 今回、モニタリングの項目については、あまりなかったみたいで

すが。 

【事務局】 そうですね。モニタリングの項目が公民館とか図書館は指定管理者

としては、ほかの施設と違う部分があって、公民館、図書館というとどちらかと

いうと講座とか事業を進めていく場所です。でも、従来の指定管理はどちらかと

いうと施設の管理に重点に置かれているので、モニタリング表を見ていただいて

も、おそらく経理面とか施設面の部分がほとんどだと思います。 

 それはあくまで町のベースとなるので、その辺を削ったりはできないのですが、

要するに新たに講座や事業面もこういう視点でモニタリングしたほうがいいので



22 

 

はないかという項目を追加することが可能です。 

 ですから、その辺の部分も最終的に指定管理者を活かした公民館、図書館とい

う部分では、今回のテーマで話し合っていただいてもいいかなと思っているとこ

ろもあります。 

 なので、通知を出してあと２週間ぐらいなのですが、その間でちょっと事務局

のほうでもう少し固めさせていただいて、６月の部分で今年度、全体と部会を含

めてどういうふうに進めていくかというところをご提示できればとは考えていま

す。 

【副部会長】 事務局におんぶに抱っこで進めていただき済みません。私が見て

もわからないんです。私が思う外部のモニタリングというのは、もっと講座があ

あだ、こうだみたいな、先ほどの、そういうことだったら意見が言えるのです。

外部のことを言われてもわからないです。 

【事務局】  あくまでも町全体の指定管理のモニタリング評価の表になってい

るので、個別施設に特化している表ではないので、あくまで一般施設の指定管理

の評価の項目しか、現状は入っていないというところが、その表の示すところで

す。 

【副部会長】 たまに、例えば４人なり、５人がいて、１日ぐらい図書館にいて

いろいろ聞き取りをしたらどうですか。書いてくれと言うとみんないやだけれど

も、「どうですか？」みたいな活動は社会教育委員だったらできるのかななんて思

っています。 

【事務局】 せっかくの部会なので、本当はそれぞれ、公民館部会だったら町民

センター、図書館部会だったら図書館の会議室でできたらいいなと思っていまし

たが、ちょっと日程の関係で。今回ちょうど蔵書点検に当たってしまっていて、

皆さんの日程を組んだ時にこの日しかなかったので、仕方なくこの会議室でやら

せてもらっているのですが、見ていただきながらご意見をいただければというと

ころもあったので。 

【副部会長】 私も最初、図書館審議委員になったときには、図書館についての

いろいろ細かいことが言えたりして吸い上げてもらった。講座の一覧表が出てい

れば、なるべく行ってみよう、ということで日程調整したりとか、もうちょっと

早めに知らせてもらうと、参加して、希望も言えますよね。人に薦めたりもでき

るのですけれども。ただ出たものについて言うだけで終わってしまってる。 

【事務局】 そうですね。 

【副部会長】 事業計画の大もとは、あまり社会教育委員として意見を言えない

ですよね。予算云々とかそういうのは。 

【部会長】 それ、言えないですよね。モニタリングの話が出たので、私、ご指

名されて９月に参加するのですけれども、この２型のモニタリング表をどういう
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ふうに見るのかという。例えば、事務局と一緒に行ったときにも。これ何時間ぐ

らいでできればいいんですか。 

【事務局】 そこまでちょっと具体的には。 

【部会長】 そうですか。私も一般企業に勤めていましたので、ＩＳＯ９０００

とかＩＳＯ１４０００全部の監査とか、逆にチェックを受けるときにあったので

すけれども、こういうことを事前に調査する場合には、例えばそれに基づく書面

を事前に用意をしていただいて、それを書面上のチェックがまず主になるんです。 

 ですから、採点に行った時に、図書館で今回のモニタリング表に基づく書面は

ここにありますというような、ファイルがここに何冊も並んでいて、例えば、人

員体制の事業計画書に即した人員を適正に配置している、といった場合には勤務

表の１、あるいは、何月何日に何名在籍していました、ここに何名、ここに何名

いました、例えば、業務に必要な資格、経験等を有する人員が確保されている、

この資格に対してこのコピーがここにあります、はい、何名中何名はこの資格を

持っています、これについては何名です、という。 

 あと、法令遵守等、法令、条例等に基づき業務を実施している、という点に関

しては、図書館をベースにした場合に、労働基準法か何かに関係するのだと思い

ますが、この法令とこの条例が引っ張っていますので、この法令、この条例に対

してはこのように守っています、それはどういうチェック体制でどういうふうに

やられています、というのを書面でまず見せていただいて、それから館内を回っ

ておしまいみたいな感じになろうかと思うのですけれども、そういう書類という

のは事前に用意できるものなのですか。できないと逆にモニタリングにならない

と思うのですが。 

【指定管理者】 そうですね。モニタリングいただく書類は事前に用意しておけ

ます。 

【部会長】 そうですか。では問題なく、行ったときに見られる書類は整ってい

ると考えてよろしいですか。 

【指定管理者】 はい。 

【部会長】 わかりました。 

【委員】 今のこういう評価も大事なのでしょうけれども、専門性を必要とする

ものですよね。要するに町民が、体制が大幅に変わった中で使いやすさってどう

なったんですか、ということでしょうから。だからこの時期だとまだちょっとそ

の辺が鮮明になるのかどうかというのがあるし、２月で終わりというのもちょっ

と、何なのこれは形式的な会議なんですか、みたいな話になるわけだよね。 

 通常、半期で見るじゃない。９月とか１０月とか。部会は公民館と分けたとい

うことは、ある程度集中的に図書館は図書館を、公民館は公民館をやる、という

ことがあるのだとすれば、経験豊富な方がいるわけだから、ご意見を徹底的に活
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用するというのは観点として１つありますわね。 

 あとは、その大きな母数のアンケートというか、庶民的な観点でとってみたら

どうですか。 

 常連か一部の常連かわからないけれども、利用者がどう思っていますかという

率直な。それで、数値が上がれば万々歳で、町としては丸ということになるでし

ょう。万が一にも下がるというようなことがあった場合には、何だったんですか

という。そういうわかりやすい評価、庶民的な評価をしていかないとだめなんで

すよ。 

 利用者とそれをつくったらいいんじゃない。例えば、しょっちゅう使っている

人を３０人選ぶとか。素人考えだけれども。 

【副部会長】 でも、モニターっていうのはそうですよね。消費者モニターとい

うのはね。物に対するものはね。実際に使った人がお話するというのは、大もと

ですものね。 

【部会長】 多分これから町のモニターの募集をするんでしょうね。 

【副部会長】 図書館について 

【委員】 モニターまでとは言わず、いろいろな方法でアンケートをとるという

ことですね。 

【事務局】 利用者の声を運営に反映させるというのは、当然のことだと思って

いますので、昨年度までの話をしてしまうと、いろいろなところで図書館は、利

用者の声を聴く機会を設けていたんですね。図書の展示会をやれば必ずそこには

アンケート用紙を置いたりとか、企画事業などを実施するとそこでもアンケート

をとったりとか、日常的には利用者の声を意見箱を置いて自由に入れていただく

という、いろいろな方法でご意見はいただいていました。今もそうだと思ってい

ますし、そういうような形で、意見をいただく機会というのはいろいろあると思

っています。そういったものも活用しながら、当然それが１つのモニタリングに

なってくると思いますので、やっていただけたらいいなと考えています。 

【副部会長】 たまにスーパーなどもアンケートを出したことに対して答えが書

いてありました。「ああ、こんなことを言うんだな」というのもあるので、読むと

勉強になりますよね、視点が違うので。その声に対し支店長さんですかね、「それ

を改善します」、「これはできません」というのとかが書いてあるじゃないですか。

図書館もやってみたら。 

【事務局】 実際には、いただいた意見の中で実現できたものというのは幾つか

あって、例えば、先ほど自転車が乱雑に並んでいるという話しがありましたが、

利用者の方から、こういうふうに並べたらいいのではないかという、すごく具体

的な提案をしていただいて、そのとおりにはならなかったのですが、それに近い

ような状態で自転車置き場の改善をしたりとか、３階にエレベーターから出てき
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た人と学習室のほうから出てきた人が、見通しが悪くて正面衝突してしまいそう

なスペースがあったんですね。そのときに、反対側の壁に鏡をつけたらどうかと

いうご意見があり、それで付けてみました。 

 結構いろいろなことを実現している部分もありますので。また、おもしろいの

は、具体的に内容を提案してきていただけるので、意見が反映された部分もある

とは思っています。 

【副部会長】 生協につとめているお兄さんが、その声と返事を書いた本が出版

されて、ブームになりました。楽しかったですよね。そういうのも何かたまにコ

ラムみたいにして、こういう風になっていますというのをみんなに知らせても楽

しいですよ。 

【指定管理者】 イベント時のアンケートによく、「これが良かったです。」とい

うこととか、あと、こういった本を置いてもらえるとうれしいですという意見も

書かれて、今はどちらかというと展示の感想の下に、こうしてもらえるといいな

みたいな、こういう本も置いてもらえるといいというのが、お子さんであっても

しっかりと書かれていたりします。こういった文庫を置いてもらえたらうれしい

ですというのを書いてくれます。 

【部会長】 それでは、そろそろ定刻ですので、いいですか。 

 では、これで本日の日程を終わらせていただき、進行を事務局にお返ししたい

と思います。 

【事務局】 はい。それでは、部会長さん、議事進行お疲れさまでした。最後に、

副部会長に閉会のご挨拶をいただいて、終了させていただきたいと思います。 

【副部会長】 どうも、ほんとうにお忙しいところありがとうございました。ま

た次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。 
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