
1 

 

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 2回図書館部会  

開催日時  平成 29年 8月 23日（水）午後 1時 30分～ 3時 30分  

開催場所 寒川総合図書館 3階会議室  

出席者名及び

傍聴者数 

出席者：石黒委員 (部会長 )  宇條委員 (副部会長 ) 宮﨑委員  花山委員  

  三澤委員  

事務局：長岡教育総務課長  小林教育総務課主査  奥谷教育総務課主査  

柄澤教育総務課主任主事  

指定管理者：山内神奈川営業部エリアマネージャー  嶋田総合図書館長  

傍聴者： 1人  

議 題 

協議事項 (1)モニタリング評価の視点について 

(2)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 

 

決定事項 
 

 

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  

   石黒部会長  

長岡教育総務課長  

    

3．議事録承認委員の指名について  

  事務局より今後の会議については名簿順でお願いしたい旨を説明。  

委員了承  

宮﨑委員・宇條副部会長  

 

4．協議事項  

(1)モニタリング評価の視点について (資料 1) 

  ・事務局から資料 1説明  

 

【部会長】それでは、ただいまのご説明に対しまして何かご意見、ご質問等がございま

すか。何もないようでしたら、私のほうから。 

 事業運営のこの項目だけ追加検討されたというのは、これは公民館との似たような項

目について、多分これが必要だろうと思われたということでしょうか。 

 

【事務局】公民館とは特に調整はしてはいません。図書館として、従前のモニタリング

票だと若干薄い部分が見受けられるので、そこについて、要するに事業運営面での追加

項目ということでこういったものを載せたらどうか、そういうことで今回ここに提案を

させていただいているということです。 

 

【部会長】事業運営のこの項目が若干内容的に薄そうだということですかね。 
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【事務局】そうですね。3項目しかここの中に出てきていないので、それ以上の図書館

サービスということをモニタリング項目の中に表現したらどうかと、そういう提案でご

ざいます。 

 

【部会長】こういう部分もありますけれども、そのほかにも全般的な項目の中で何か意

見があれば。 

 

【委員】基本的な質問になっちゃうかもしれないんですけれども、これが今、追加され

ましたよね。そして、昨日までに届けられたこちらのモニタリングの基準というのは、

ここに評価基準みたいに出ているわけですね。これとこっちの関連というのは、説明さ

れたのかもしれないけど、どういうふうに見ていけばいいんですか。 

 

【事務局】こちらのモニタリング票が、指定管理者制度を行うに当たって町の担当部署

から示されている、ほかの部署にも共通に使用するモニタリング票になっております。

こちらのモニタリング票については、モニタリング票の項目自体は削除することができ

ないんですが、各施設の目的とか規模、施設特性に応じて指定管理者との協議のもとな

んですが、項目の追加についてはできるようになっているというところがあります。で

すので、こちらの既にできているモニタリング票自体をいじることはできないんです

が、新たに図書館については、こういう視点も見たほうがいいんじゃないかという項目

については追加できることになっておりますので、そこの部分についてご協議いただけ

ればという趣旨になっております。 

 

【委員】そうすると、この仕様のところにこれが入ってくるということですよね。 

 

【事務局】そうですね。項目として追加していくという考え方です。 

 

【委員】なるほど。だったらわかりました。その上でなんですけれども、今日机上配布

された「図書館運営に関する追加項目検討資料」の 2番の業務内容の⑥の蔵書管理って

ありますよね。この中の最初の項目の選書というのが非常に重要な位置づけをやはり持

つんだろうと思うんです。いろんなサービスだとか管理だとかというのは大事なことで

すけれども、わりあいしっかりやられているんだろうなということは推察できますが、

どういう図書を選ぶのかという、専門性というんでしょうかね、ここが私は個人的には

一番大事なところじゃないかなというふうに思うものですから、蔵書管理のくくりの中

のさらに 1項目のところに置くというよりは、何か別立てぐらいのランクなんじゃない

かななんて思うんですが、この辺の置き方も、さっきおっしゃった図書館法の仕様も、

やはりこういう感じになっちゃっているんですかね。 

 

【事務局】1つ 1つ細かいところまでが全て図書館法に載っているかというと、そうい

うことでもないんですけれども、仕様書の中でのつくりとして、図書館の運営に関する

ことという中の蔵書管理に入れたというのが実際のところなので、先ほどおっしゃった

ように、選書というのは大変重要なことだと思っていますので、これを一くくりにする

というよりも、また別立てにしてもそれは当然いいかなというふうには思っておりま

す。この順番というのは、あくまで業務仕様書の中から抜粋した中に入っているという

ものです。 

 

【委員】そうすると、業務仕様書というものをきちっとつくったにもかかわらず、こっ

ちで別な構成をとっちゃうということがあまりバランス的にはよくないというような。 

 

【事務局】そこまで気にすることはないと思います。 

 

【委員】修正案を出すということではありませんが、専門性というか選書については、

どういう図書を選んでいくというのは、その図書館の 1つのカラーが出るところでもあ
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りますし、寒川町の実態や要望に合ったものが入っていくということが大事かなと思い

ますので、何らかの形で反映をしていただければと思います。 

 

【事務局】そうですね。つけ加えさせていただきますと、寒川は 10 年前にこの図書館

をオープンしたときに、一番最初から寒川総合図書館の選書方針というのをつくって、

それにのっとって図書の選書をしているというのが実際のところです。ですから、個人

的な趣味嗜好に偏ったような図書の選書はしていませんし、私どもが去年までもそうで

すし、今回、指定管理者が決定した段階においても当然、寒川の選書方針に従って選書

をしていただくという、そういったことは伝えてございますので、その流れに沿って行

っておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

 

【委員】よろしいでしょうか。私もすごく⑥が気になっていたので、この項目がないな

と思っていたんですけれども、これを数字であらわされるんですか。私もすごく分類別

に本がどのくらいあるのかなんていうのは知りたいし、どのくらい選書をなさって入れ

かえるとかその辺もすごく気になっていたんですが、廃棄はないんですか。廃棄の数と

いうのは。 

 

【事務局】データとしては持っていますけれども、今回のモニタリングについては数字

で示すわけではなくて、優良、良好、要改善、抜本的見直しという、そういった 4項目

の中から抽出していくことになっています。 

 

【委員】そうですか。わかりました。 

 

【部会長】ちょっといいですか。そうしますと、この⑥の蔵書管理の、例えば選書方針

に基づいて何らかの本を選書して購入あるいは並べているということは、2月の会議に

配付されました相手から出された資料（事業計画書）には多分載っていないと思うんで

すけれども、それはどういうふうに見ればよろしいんですか。資料か何か出るんでしょ

うか。チェックするには、一応これに目を通して、これに載っているかどうかを見なき

ゃいけませんよね。 

 

【事務局】こちら側からの働きかけとして、指定管理者を募集するに当たって、寒川町

の選書方針に従うことというような、そういった記載はしてあるんですね。それで、そ

れにのっとった形で指定管理者としてＴＲＣさんが受けていただいていますので、それ

で、その方針は守られているというような、そういう判断をしています。 

 

【部会長】そうですか。そうしますと、例えばジャンルがＡ、Ｂ、Ｃだったら、Ａが 3

0％、Ｂが 40％、Ｃが 30％となっているならば、その項目に従って本を何冊新たに買い

ましたみたいなことになっているわけですよね。 

 

【事務局】具体的に何十％という数字は出ていません。一番基本的なのは、地域の図書

館として専門分野に偏ることなく選書をするということが基本方針でありますけれど

も、それ以外にも、例えば地域や家庭教育だとか、そういったようなジャンルについて

は手厚く収集していこうとか、もちろん小説類ですとかそういったものや、子供、子育

てだとか、そういったことについての選書も重点的にやっていくというような、そうい

った内容が選書方針の中に入っているわけです。 

町の図書館のホームページにも、寒川総合図書館選書方針というのを入れてあります

ので、もしご覧になるのであれば。一番表のところにわかりやすく入っていますので。

入っていますよね。 

 

【指定管理者】はい。あと、図書館としましては分類がありまして、その分類の大分類

でそれぞれ今年は何冊買いました、あるいは今年度買った本のリストというはこちらか

ら出すこともできますので、それを見ていただいて適切に選書をされているか、収集さ
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れているかというのはご判断いただいてもいいかと思います。 

 

【委員】今日提示された業務内容に関することを事業の運営の部分に当てはめていくの

はいいんですけれども、あらかじめ出されているモニタリングの基準というのは、仕様

書、協定書に基づいたものという、そういう基準があると思うんですが、今日出された

ものの基準がないので、人によって評価の状況も全く異なってきてしまうと思うんです

が、その辺はいかがでしょうか。 

 

【事務局】すいません、このモニタリングの基準については、今日ご議論いただいた中

身を反映した形でつくろうと思っています。ですから、実際にモニタリングをしていた

だくときにはその基準も明示をして、それでお出ししたいと考えています。 

 

【部会長】基準をこの場でもって協議するんですか。 

 

【事務局】いや、基準についてはこちらでつくらせていただければと思っています。 

 

【部会長】そうですよね。わからないですもんね。 

 

【副部会長】あまりにも大ざっぱ過ぎて、もうちょっと細かいかなと。例えば、⑦のボ

ランティア及びボランティアグループとの連携というのがありますよね。こういう項目

があると、私はたまたまブックスタートっていうボランティアをやっているんですけれ

ども、それも一応、総合図書館があることによってブックスタートもやったほうがいい

ということで始まった事業なので、そういうボランティアとの連携はどうなのかなみた

いな、そういう連携といったときに、どこと連携をさせているのかという項目みたいな

ものは入りづらいですかね。ただ、ボランティアという漠然としたものの中なのかな、

もうちょっとそれがほかにいろんなボランティア団体がいっぱいあるのかなとか思い

ながら、そちらでつかんでいる情報というのはありますか。 

 

【事務局】私がイメージした中で言えば、ボランティアとしてはおはなし会のボランテ

ィアですとか、それから現状、図書館でやっている書架の配架のボランティアさんであ

るとか、そういったことを思い浮かべながらこういうふうに入れたものですから、1つ

1つの項目で細かく切っていく必要はないかなと思ったんです。ボランティアとうまく

連携しながら図書館サービスを行っているかどうか。 

 

【副部会長】10 年たったから、最初のときにはボランティアをもっと対外的にいろい

ろ入れて欲しいみたいなことが図書館審議委員会のときによく出たんです、昔はね。読

書会だの何だのっていうのが出たんですけれども、なかなかうまく立ち上げられなかっ

たみたいなことがあったので、ちょっとそんなのを思い出していました。 

 

【事務局】こちらのほうで、こういうふうに①から⑦までを検討の資料としてお出しし

ましたが、現状、図書館は館長のもとで運営されているわけで、現状、どういうふうに

運営しているのかとか、そういった項目の具体だとか、そういったものも、もし館長の

ほうからお話ししてもらえるといいかなと。 

 

【副部会長】そうですね。例えば今年の夏休み、わくわく読書マラソンでとてもうちの

孫も喜んで、館長さんにスタンプをもらうのがうれしいらしいんです。ページをめくっ

て、大曲って地名が入って、こういうのをすぐにつくってもらえたみたいで、すごく私

的には評価に値する、この会議が機能していてよかったなっていうようなところなの

で、こういうことが、どういうふうに社会教育委員のところで、機能がうまく回ってい

ると言ったらいいんですかね、声が吸い上げられているみたいな項目はどこに入るのか

ななんて勝手に思ったりもしていたんですけれども。それは、連携ということではない

のかなって。何か声が届くみたいな、どういうんですかね。 
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【指定管理者】そうですね。ボランティアは、現状ですとやはりこれまで町でやられて

いたおはなし会、月 4回おはなし会があるんですが、そのうち 2回はボランティアさん

の運営でやられているんですね。それから、今ご説明ありました書架と配架の整理、毎

週火曜日と金曜日、午前中に来ていただいて参加していただいております。あと、先ほ

どお話しいたしましたスペシャルおはなし会というんですが、夏のスペシャルの「おば

んばやし」さん、あれは茅ヶ崎のボランティアグループの方なんですね。やはり、ボラ

ンティアグループは、町の方から見ると今まで職員がやっていたものがボランティアグ

ループの方に来てもらえるということで、ある意味ボランティアグループというのは、

セミプロという言い方がよくないんですけれども、かなり洗練された出し物を見せてい

ただけるので、非常に多くの人が集まっていただけるというような現状がありました。

ですので、こちらとしてもある程度、外のボランティアの方と広げていって、いろんな

テーマでこういうことをやっていけば、どんどん人が集められるのではないかと考えて

いる。今のところ、始めて数カ月ですので、このボランティアも、今回も夏のイベント

という形になっていますけれども、冬とか、また来年とか、そういったものをいろいろ

企画していこうと思っております。 

 

【副部会長】そうですね、お願いします。 

 

【部会長】私、おばんばやしですよね、やられたものを見させてもらったんですけれど

も、こういう、ちょっとおっしゃったセミプロ的なボランティアグループのリストか何

かをお持ちで、そういうところと連絡を取り合って何かやられているんでしょうか。 

 

【指定管理者】今はそこまでいっていませんで、やはりそういった児童関係のイベント

が得意な職員がいるんですけれども、その人脈というんですか、それだったらこういう

グループがいるとか、こういったところでこういったイベントがあったとか、そういっ

た情報を持っていまして、それでこちらからお声がけをして、お誘いしているという状

況になっています。ですので、そういったリストを作成する状態というのにはまだ至っ

ていません。 

 

【部会長】こういう連携は今、作成中みたいな感じですか。 

 

【指定管理者】そうですね。これからそういうものがたまっていけばそういったリスト

をやって、またこの中から選ぼうみたいな形でやっていければと思っております。 

 

【委員】すみません。②、③、④、⑤までのことなんですが、③に関しては私もお世話

になったことがあるんです、学校で。②も読書活動推進のいろいろな事業もしていらっ

しゃるからいいんですが、ごめんなさい、④、⑤でしたね。地域との連携、協力と高齢

者、障害者へのサービスは今までやっていらしたんですか。それとも、これから新しく

やろうというものなんでしょうか。 

 

【事務局】地域との連携、協力ということでイメージしているのは、地域の団体やサー

クル、それから企業等との連携、協力ということをイメージしています。 

 昨年までですと、企業等との連携、協力でいえば、雑誌スポンサー制度、雑誌を寄贈

いただくかわりに企業ＰＲもできるというような、そういうふうな企業とのかかわり方

などもあります。それから、団体やサークルとの連携という意味では、企画展示室を活

用してサークルの方の作品展示を行い、それとあわせて図書館にある図書の紹介、貸出

なども行ったと、そういうようなこともございます。あと、商工会の女性部の方が作品

をつくって、帯飾りなんていうのをつくって、非常にきれいな、図書館にマッチするよ

うなものを飾ってＰＲをする、そういうようなことも行っています。それが地域との連

携、協力という意味でのイメージとしてはございます。 

 

【委員】そうですか、はい。既にしていらっしゃるんですね。 
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【指定管理者】具体的には、11 月ぐらいに絵手紙サークルの団体の方がいらっしゃい

まして、絵手紙の展示プラス関連の図書、あるいは学校とか職場にはなるんですけれど

も、ライブ・イン・ライブラリーという音楽会、中学校の和楽器、琴とかの演奏、あと、

年末は町の中で吹奏楽、時期がちょうどクリスマスなのでクリスマスソングとかの演

奏、図書館が閉館後の時間帯になるんですけれども、その時間帯でそういったものをや

っていただくという形で地域との連携というのは今までやっておりますし、このような

ところも企画しております。 

 

【副部会長】⑤の「高齢者、障害者へのサービス」というのは、例えばどういうものな

んですか、イメージなんかは。 

 

【事務局】イメージとしては、大型の活字本ですとか、施設自体のバリアフリーだとか、

対面朗読室の活用だとか、そういったことはイメージとして高齢者、障害者へのサービ

スという中に入れてみたんですけれども、ちょっとここのところは私のイメージとして

も少し弱いところで、障害者サービスというのが地域の図書館としてなかなか難しい部

分もありますけれども、ただ、そういったような方が来館されたときにも、来館しやす

いような施設運営、施設の形態ですとか、そういったことはできると思っていますし、

そういったことでちょっと書かせていただいたんですけれども。 

 

【指定管理者】そうですね、ちょっとまだ、企画というんですか、今年はできるかどう

かわからないんですけど、高齢者の方では、やはり関心のあるテーマでは健康とかそう

いうものがあると思うんですね。健康をテーマにした講演会ですとか、そういうのは一

度やってみたいなというふうに考えております。 

 障害者というのは、やはりちょっと今のところ難しくて、みんなのトイレというんで

すか、誰でも使えるようなトイレ、そういったもので対応しているだけという状況で、

ちょっとこれから考えていきたいと思います。 

 

【部会長】施設面で障害者の方へのサービスというのは非常に簡単で、考えつくのは、

公共的に見れば、トイレにオストメイト用のものをつけるとか、中に手すりをつけると

か、広くするとか、旋回できるとか、エレベーターでは鏡をつけるとか、スロープは

20 分の 1 にするとかということは簡単にできるんですけれども、ソフト的に、例えば

そういうことをやったらいいのかという話も世の中にはあって、例えば、そういう方が

来たら対応する方が一、二名いて、マンツーマンで対応する。それがいいかどうかは別

の話として、段差があれば、その人が押して乗り上げていく。ちょっと使いにくいとこ

ろがあったらサポートしてあげる。何でもかんでも障害者が自分一人で自由に動ける場

所をつくってあげればそれでいいのかというのは、だんだん転換点になっているような

気がするんですけれども、日本は今までそういうふうに動いてきましたのでね。ただ障

害者といっても、すぐに思い浮かぶのは車椅子ですけれども、車椅子の方と目が見えな

い方へのサービスというのは全く違っていて、車椅子の方はバリアフリーで段差がない

といいんですけれども、逆に目の見えない方は段差がないと歩けないんですよね。白杖

でたたきながら歩くので、何かつっかかりがないと歩けない。ですから、つっかかりが

ないと目が見えない方は困るけれども、車椅子の方はそれがいいという、ちょっと相反

することがあるので、それは特色を出していただいて、何がいいかというのはちょっと

考えて、一番、最善の方法を狙っていけばいいかなという気がしますけども。これから

考えていくべき課題かなと。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【副部会長】例えば、手話のできる人っていらっしゃるんですか、カウンターの中の人

で、どなたか。 

 

【指定管理者】手話はたしか一人いたと思います。ただ、筆談ボードみたいなものを設
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けて、それでやっていただくという形はとっています。 

 

【副部会長】ボード、ありますよね。そういう方がいたら、手話ができる人がいますよ

と言われたらいいですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。ただ、その人も常にカウンターにいるわけではないので、

手話ができないときはそういった筆談等でも対応していただくという形です。 

 

【部会長】手話サークルっていうのは寒川町の中であるので、何か、そことタイアップ

するのもいいかもしれないね。 

 

【指定管理者】そうですね。そういった先生を招いて、こちらの職員にレクチャーして

いただくとか。 

 

【副部会長】簡単なのだけね。こんにちはとか。 

 

【指定管理者】そうですね。ちょっと検討させていただきます。 

 

【副部会長】そういう研修をしているかしていないかでも全然違いますよね、現場は、

基本をね。 

 私が新任のときには、赤ちゃんを連れてる人が子供、幼児を連れてくると、結構、赤

ちゃんの世話をしながら、子供があっち行って本を借りたいというときに、その赤ちゃ

んをちょっと預かっておこうかなんて、何回か、来たときに、じゃあ、ちょっと見てる

から、どうぞ上のお子さんと本を探してきたらなんていうのをやったので、そういうの

は、ほんとに勝手にボランティアなんですけど、赤ちゃんを、何もいじめやしないけれ

ども、ちょっと預かっておくとか、ちょっと見ていてあげるとか、おむつ交換している

間に上の子を見ててあげるよみたいな、ほんとうにそういう気楽なボランティアみたい

なのがあったらいいかな。よく病院なんかもそういうのがある。それを前に 1回、要望

したことあるんですけどね。ほんとにおばちゃんでいいんですけれどもね。カウンター

で手続している間、上の子がちょろちょろするから、じゃあ今だけ、そんなような、ほ

んとに優しいボランティアみたいなのができる、何かフランクなものがあるといい。 

 

【指定管理者】そうですね。私どもはそういった経験というんですか、実績もございま

して、ここで布絵本づくりの教室がありまして、それは大体若いお母さんたちが来られ

るので、赤ちゃんを連れて来られるんですね。そちらのロッカールームにカーペットを

敷きまして、職員プラス、ボランティアの方に来ていただいて、赤ちゃんの世話をそち

らでやるみたいな形のイベントは、やったことがございます。 

 

【副部会長】何かいろいろ、物騒な世の中で、預けるほうも預かるほうも、何かに発展

するとか、いろいろなるとすごくできないんですけれども、図書館の中に限って、何か、

ほんのちょっとなんですよね、先ほどの障害者に対してのと一緒のように、ちょっと手

を貸すとか、声をかけるとかっていうのが。 

 

【指定管理者】お母さんたちがちょっと本を選ぶ間だけでもいいから、ちょっと赤ちゃ

んを見ててくださいみたいな。 

 

【副部会長】そしたらすごい助かりますって、よく言われますね。そのとき何か、ボラ

ンティアのエプロンでもしてたら、安心して頼めるんじゃないですか。そういうのはい

ろいろ、高齢者も含めて、障害者も同じサービスなんですから。 

 

【部会長】いろんなご意見が出ましたけども、それらをモニタリングで判断をするよう

定量化させなきゃいけないので、ちょっとそれは難しいですね。 
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【事務局】ちょっと考えますけれども。 

 ただ、これは新しく取り入れた事業ではなくて、従前から行っている事業をモニタリ

ング項目の中にどう反映させるかという話ですので、こういったものを評価の対象にす

るということが、やはり社会教育施設の大事な視点だと思っています。 

 

【部会長】私はこれを見て、これにのっとって見ていくということしかないと思うので、

多分。細かく書いてありますが、この辺はこれで。 

 

【副部会長】あと、今後も、このモニタリングっていうのは、社会教育委員の方がやる

んですか。 

 

【事務局】毎年毎年、こういったモニタリングが行われるんですけれども、その中に外

部のモニタリング、外部モニターですか、その方については、今後とも社会教育委員さ

んの中から出ていただくという方針で考えています。 

 

【委員】小・中学校の読書活動支援とか、気になるんですが、四角の中の「児童、生徒

に対するサービスを積極的に行い、自発的な学習習慣を育成すること」。今までも随分

やってくださっているのはわかるんですが、こちらでこういうこともしてくださいとい

う希望とか、こういうサービスもしていく、今までじゃなくて、こういう新しいサービ

スもお願いできますかっていう意見はこの場で言えるんですか。 

 

【事務局】方法によるとは思いますが、ただ、この会議もそういった場であることは間

違いありません。 

 

【委員】そうですか。じゃあ、例えば、3番の小・中学校の読書活動支援は、どのよう

なことを、今のところでは考えてらっしゃるのですか。 

 

【事務局】これも、もし昨年度までのお話でよければ、小学校の二年生が、寒川の全小

学校が図書館の図書館探検という学習として行われていますけども、そういったことの

体験ですとか、それから中学生、高校生のインターンシップ。それも中学生 3校全部、

2年生ですかね、来られていたりしています。 

 それから、先ほどちょっと話になりました、わくわく読書マラソン。これについても

小学校の宿題にしていただいたりなどして連携しながら、非常に活発にご利用いただい

ていると、そういったものが昨年度まであったんですけど、それプラス、今回、指定管

理者さんのほうでは、自主的に調べる学習コンクールという、少し難し目のテーマに取

り組んでいただけるようですので、そういった、学校と連携するということも大事だと

思っています。 

 

【指定管理者】今年ではないですけども、その点ちょっと難しいんですが。 

 

【委員】ただ、中学生がとにかく学校で読まない、利用しないんです。でも、こちらだ

と利用しているのかなとか思ったりするんですが。 

 

【指定管理者】そうですね。私どもの課題としましては、やはり中高生の利用というの

は、非常に利用してくれてはいるんですけれども、3階の学習室に直行してしまって、

そこで試験の勉強をして、試験期間中はほんとうに人があふれるぐらい来るんですけれ

ども、そのまま、書架とかあちらの 2階、1階には立ち寄らず、そのまま帰ってしまう

という方が非常に多いんですね。ですので、中学生とか高校生の方にもっと本を読んで

いただくような形で、今やっていることは、ヤングアダルトとかそういった分野を一箇

所に集めて、こういった本が読まれていますよとか、人気がありますよみたいなコーナ

ーをつくって、そこに呼び込んだりとかしています。 

それから、前、各高校のインターンシップでいろいろ研修に来てもらったんですけど
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も、実際、来てもらった高校生たちに、ＰＯＰというんですか、本の紹介を書いてもら

って、実際に本を飾って、それを借りてもらうとか、そういった活動を今しています。

ただ、やはり最近は読書というよりも、スマホだとかネット関係の利用が多くて、なか

なか本にたどり着いてくれないので、若者たちが興味のありそうな本というのをもうち

ょっと集中して並べるというんですか、集めて並べるような工夫をしていきたいと考え

ております。何か中高生が集まるようなイベントがあればいいんですけど、そういった

アイデアがございましたら、また教えていただければ。 

 高校生のインターンシップから聞いたら、高校の図書館、図書室というのは、漫画も

あるし、ファッション誌もあるし、雑誌についている付録はくじ引きでみんなもらえる

みたいなことを言っていたんですね。そうしたらちょっとこちらの図書館では、なかな

か太刀打ちするのは難しいなという状況がありますね。コミックとか、すごくそろって

いるみたいですね。だから、やはりそういうのは、こちらの工夫で学生さんたちを呼び

寄せられるまでにしたいと思います。 

 

【委員】中学生は、時間的に仕方がないのかもしれませんね。だから、もしかしたら図

書館ではなくて、買って自宅で時間があるときに読むという方法をとっている家庭が多

いかなとも思えるんですが。 

 

【事務局】そうですね。ただ、小学校は、2年生が見学に来るんですけど、やはり、今

まで皆さん、図書館を使われたことありますか、みたいなことを聞くと、やはりみんな

来ていると、みんな手を挙げるんですね。ですから、小学生の利用率というのは非常に

高いのかなという気はします。中学、高校だったら、受験だったりクラブなんかに行っ

てしまいますね。 

 

【委員】今お聞きしたのは、中学でほんとうに図書室に来てくれる子がいないので、ノ

ウハウをお聞きしたかったなと思ったんです、中学生が来てくれるようなと思ったんで

すが。 

 

【指定管理者】イベントとかでも、ビブリオバトルとかそういったものに取り組んで、

中高生の、大人ではなくて中高生を対象としてビブリオバトル等をやって、図書館に足

を運んでもらうような工夫をしているところもございますので、そういった事例も、う

まく取り組んで実現できれば、そういったところもちょっと検討材料としては、我々と

しても見ておきたいと思っております。 

 

【委員】ただビブリオバトルやりますからって、チラシじゃなくて、やはり学校と連携

しないと、なかなか人が集まらないと思います。 

 

【指定管理者】そうですね。発信ということに関しては、図書館だけからの発信では不

足であるというのは認識しております。 

 

【副部会長】ビブリオバトルの人が、選者にちょっと有名な人が来ると集まるって言っ

ていますよね。埼玉の杉戸で甥っ子がやったときにはそうだったって言っていました。

芥川賞作家の何とかさんという人が来たら、やはりそれは読者の人たちが結構賑やかだ

ったという言い方はしていましたね。 

 

【委員】そうですね。茅ヶ崎あたりだと有名な方が何人か住んでらっしゃるって、寒川

にはいらっしゃらないんでしょうか。寒川には聞かないけど、意外と地域の方だと来て

くれるかなというところもあったんですが、寒川では聞かない。 

 

【副部会長】ここも結構、茅ヶ崎の人が利用しているじゃないですか。だから、茅ヶ崎

の人たちの関連でもいいですよね。 
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【指定管理者】多分、ちょっと企画展示としましては、寒川だけでなく茅ヶ崎とか含め

て、湘南ゆかりの人みたいな形の企画展示を今ちょっとまた考えて、著名人の方がいっ

ぱいいらっしゃると思いますので。 

 

【部会長】そうしましたら、そろそろ意見も出尽くしたかなと思いますので、次に進ん

でもよろしいでしょうか。 

 

(2)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（資料 2）  

  ・事務局から資料 2により、第 2回社会教育委員会議を受け、提言 (案 )

の「今後の公民館・図書館に期待すること」の中の 3項目についてど

うしたらそれが実現できるかの具体策について 1項目ずつ順に協議

いただきたい旨の説明。  

 

【部会長】そうしましたら、一番下ですね。最初の丸が、利用者の集まりやすい環境づ

くりということで、利用者の集まりやすい環境づくりを第一に、利用者が職員に声をか

けやすい雰囲気づくりということで、ご意見がありましたらお願いします。 

 じゃあ、私から最初に。これを最初に、じゃあ、ハウツーで何をしなければいけない

のかということを考えたときに、一番簡単に思いつくのは事務所のオープン化ですね。

ここは図書館ですので、１階の受付カウンターに職員さんがいらっしゃいますので、あ

そこはオープン化になっているといえばあそこでオープン化になっていますので、わか

らないことはあそこで聞けば大体わかる。この部会ではないんですけども、公民館のほ

うでいいますと、公民館は入ったらすぐに囲われた部屋の中に職員さんがいらっしゃい

ますので、あそこの受付のガラス戸をあけて「こんにちは」って言わないと話ができな

い。あそこの壁をとるのは非常に難しいので、できれば管理的な業務をやられている方

以外に、直接公民館とかを運営されている方が、外に机を置いて執務をするというのも

一つかなという気はします。そんな意見も私は持っていますけども、他に何かご意見が

あれば、お願いします。 

 

【委員】すみません、ここは、職員さんに声をかけやすい雰囲気づくりという意味です

か。 

 

【部会長】そうみたいですね。 

 

【委員】結構、声かけやすい雰囲気ですけどね、昔から。 

 

【委員】公民館が、ちょっと。 

 

【事務局】ここに説明で、職員に声をかけやすいということが書いてあるのですが、利

用者の集まりやすい環境づくりというところで考えてもらって、もうちょっと広い意見

をいただいていいかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【部会長】そんな感じで、何か。 

 

【事務局】ちなみに、公民館のほうの部会では、何か、とにかく明るくしてほしいとい

う感じがありました。 

 

【部会長】照明ですか。 

 

【事務局】例えば、町民センターを入って左側にロビーがあったりしますが、ああいう

ところが明るいと、入ってみようかなという気になってくれるのかなとか、ＢＧＭがあ

ってもいいんじゃないのかとか、そういうような意見も出ていたので、いわゆる集まり

やすい環境づくりで、何でもフリートークみたいな感じで出していただいてもいい。も
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ちろん現実にできるというところがあるとは思いますが、そんな話も出ていました、公

民館部会のほうでは。 

 

【部会長】図書館部会でも落ち着くといいますけども、指向性の高いスピーカーで流す

みたいなことで出してもらいましたけども、全体で流すとちょっとうるさくなるんじゃ

ないかなという気がするんですよね、ＢＧＭは。本を読んでいる環境が基本だと思うの

で。 

 

【委員】私も夏休み中に、何回か、ぶらっと寄ったりすると、中学生も夏休み中に多少

来てるんですよね。何人かの子と会って、「ああ、本読んだの」なんて会話を。そうい

う点でいうと、今年から、従来からやってくれてますけど、「さむかわ子ども読書 100

選」でしたっけ、ニューバージョンも含めて、あれを丁寧に特集コーナーでやっていた

だけているのは学校とも連携できる要素となってきますし、フラットに拾ってもいいの

かななんて思うと、あれも一つ、環境面ではある意味大事。夏休みぐらいじゃないと読

まないって子もいるんですよね、なかなかね。ですからそういう、ちょっと小・中学生

に焦点を合わせたような、夏休みあたりに、引き続き何か工夫があるとうれしい。スタ

ンプも先ほど、ご指摘になっていたご意見なんかがありますし。 

 あと、全然違う話なんですけど、椅子が固いというか、ちょっとそれは贅沢じゃない

って話かもしれないが、茅ヶ崎の図書館に、2年ぐらい前に、時間調整で入ったことが

あるんですが、結構ゆったり系の椅子もあるんですよ。ふわふわしてるというか、腰の

悪い人にはよくないんでしょうけど、だからいろんな、少しじっくり小説を読みたいな

という人とか、いや、そうじゃなくて、ちゃんと姿勢をよくして机に向き合うのが好き

だとか、いろんな人がいるのかなという、その辺もちょっと、バリエーションがあって

もいい。比較的みんな固い椅子なのかな。 

 

【事務局】雑誌架の大きなテーブルがあるんですけど、あそこの椅子はわりとゆったり

しているんですね。それ以外は固いですね。 

 

【委員】僕はあまり媚びないでいいと思うんですね。大体、本来きちんと本を読むなり

借りるなりというが図書館なのだから、あんまり啓発しないと来ない人は、それも第二

層、第三層なんだけど、基本、第一層を相手にすればいいと思うんですよ。そういう人

たちには静かに、文化的な環境で本が読めたり、借りられたりという、そこはやはり忘

れちゃいけないなみたいな、何かいろいろありますけど、近隣にも、やはり図書館なん

だから、静かでじっくり時間をかけて本を読めるということが第一。そのためにきちん

とした図書が専門的な見地から選ばれていて、あそこへ行くといい学びができるよとい

うのは、寒川町の図書館の背骨というんですかね、それをずっとやってきていただいて

いるような気はするんですけど、開館から。その辺は、やはり基本は忘れちゃいけない

んじゃないかなという気はしますね。 

 

【事務局】すごく大事なことだと思っているんですね。基本をどこに置くかというとき

に、じゃあ、コーヒーが飲めて、おしゃべりができる図書館がいいのか、あるいは王道

を行くと考えたときに、長い目で見た場合に、やはり後者だと思うんですね。そこのと

ころの図書館の持つべき役割というのか、責任というか、機能というか、そういったと

ころは大事にして、一番大事にしていかなきゃいけない部分だと思いますし、そういっ

たことを伝えながらやってきていただいていますので、そういう意味ですごく共感して   

やっているというか、引き継いでいただいていますので安心しています。 

 

【委員】細かいところでもすごく工夫されているなと思ったのは、新聞の置き方を変え

ましたよね。私、新聞をここにがさっとあって、めくりづらいのね、あれ。ああやって

くれると、この日の新聞だけ持ってきて読めばいいという、あれは非常にヒットなんじ

ゃないですかと思ったりしました。 
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【委員】ちょっと言いにくくなってしまったのですが、そこの食事ができるお部屋です

か、私は、あそこは自由に入れて、グループでちょっと本を借りて、ちょっとお話しし

たかったんです。それをやっていたら、いや、ここは食事のところだからと職員さんに

言われてしまったんですね。そういうお部屋も 1つ欲しいなと。あのくらいの規模でち

ょっとグループでこの本を借りて、どう？とかと、そういうお勉強もしたいのにと思っ

たんですが。 

 

【指定管理者】2階にグループ学習室という部屋があります。 

 

【委員】あるんですか。 

 

【指定管理者】はい。それでカウンターで言っていただければ、複数でちょっと話し合

いながら使いたいんだとおっしゃっていただければそちらをお使いいただけますので。 

 2階のカウンターの横のところに、ちょっと囲われた部屋がありまして、今はお役所

の資料とかを置いてある棚とかはあるんですけれども、多人数で座れるような机が 2

つ置いてありますので、そちらをお使いいただくことはできます。 

 

【委員】以前からあったんでしょうか。 

 

【指定管理者】あります。 

 

【委員】じゃあ、そこの職員さんが、ここは食べるところだからだめですよと言わない

で、そこを紹介してくだされば移動できたのになんて思ったりします。 

 

【指定管理者】こちらの趣旨としましては、あそこで勉強されると、食べたいという人

が食べられなくなるという趣旨がございまして。 

 

【委員】そういうことですね。 

 

【指定管理者】今度から、もうちょっとお聞きして別の場所をご紹介できるようにした

いと思います。 

 

【委員】あまりあそこのグループ室というのは入っているのを見たことないんですけ

ど。 

 

【指定管理者】そうですね。たまに学生さんが何人か一緒に勉強したいというときだけ

使っていますね。 

 

【事務局】どちらかというと使い勝手として、変な話なんですが、中学生とか高校生が

グループで集まってきて、何となくわいわい騒いでみたり、そんな使われ方をしてしま

ったのが当初なんですね。しかもドアを閉められたりしますので、その中で大騒ぎしち

ゃったような、そういうときがあって、本来趣旨とはちょっと外れている場合もありま

した。 

 

【委員】そうでしたか。 

 

【副部会長】この利用者が集まりやすいというところでは、私はやはり駐車場ですね。

駐車場がちょっと遠い。今日もいっぱいですものね、入口がどうしても。新聞を長く読

んでいてもらっていていいんですけれどもね。涼んでいるんでいいんですけれどね。涼

んでいると言えば、この前の 7月の浜降祭のとき、すごかったですね。 

 

【指定管理者】すごかったです。 
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【副部会長】何人でしたか。私、後から個人的に聞こうと思っていたんですが、あの日

の利用者さんは。はっぴの方がたくさん涼みに来ていて。 

 

【指定管理者】うちのお手洗いを使っていただいて。 

 

【副部会長】トイレもあるし。図書館、よかったなという感じで。 

 

【指定管理者】そこで寝ちゃわれる方もいらっしゃいますけど。 

 

【副部会長】ちょうど日影になるし、いっぱい来ていまして、こんなににぎやかな図書

館、初めてでした。それと、入ったことのない人が一度は、そういう図書館に来たとい

う人というのがもしかして、ここにつながるかなと思って。そういう人を排除しないで、

にこやかに受け入れていた。 

 

【指定管理者】いえいえ。それは結構どなたでも。 

 

【副部会長】でも、ありましたよ。南部公民館も図書館というか、あそこにそういう方

がずっといられて、においもすごいし、公的なところでやっている人も困る。断れない

しというのは言っていました。ほかのお客さんから言われるけど、だからといって出て

いってくださいとは言えないですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。そこは言えないですね。 

 

【副部会長】その辺難しいですね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【副部会長】ちょっと駐車場は何とか。2時間で出てもらうっていうわけにはいきませ

んかね。 

 

【指定管理者】やはり駐車場の時間制限をしてほしいという声は確かに言われていま

す。ただ、その方がいつ入られたかというのでずっと見張っているわけにはいかないの

で、もしやるとすると、駐車券みたいなのをつくってみたいになってしまいますね。結

構裏のほうの駐車場は広くあいていますが、ちょっと距離がありますかね。 

 

【副部会長】やはり子供連れですとほんとに使いにくいと言っていました。本 10 冊、

10冊、20冊持って、赤ちゃん抱いてなんていうのは難しいですね。 

 

【部会長】今は砂利の裏の駐車場もずっと使えるわけじゃないですよね。 

 

【事務局】今後ということですか。 

 

【指定管理者】今後、施設が建つとどうなっちゃうか。 

 

【事務局】将来的には、利用は考えていますけど、ここ数年、それははっきりわかりま

せんけれども、近いうちになくなることはないです。 

 

【部会長】あれだけあいていると楽ですよね。知っていれば、まっすぐ通過して裏から

入って、裏から入るというのができれば。 

 

【副部会長】ほんとに雨の日とか、傘差してときは一手間が大変。ただ、優先でもない

でしょうから。 
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【委員】そうね。優先と書いておけばいいのかしら。障害者とか。 

 

【副部会長】今、入口のところにちゃんと何台かありますよね。 

 

【指定管理者】2台分ですね。 

 

【委員】でも、赤ちゃん連れは。 

 

【副部会長】赤ちゃん連れはだめですね。 

 

【部会長】駐車場の話は済みましたので、次、何かご意見があれば。1番目、集まりや

すい環境について。明るくというのは、図書館は明るいので、これはあまり関係ないか

なと思いますけど。 

 

【副部会長】制服も、皆さん職員さんがわかりやすくていいしね。 

 

【部会長】余談ですけど、例えば書架の大々的なレイアウトチェンジなんていうのは、

何か考えていることはありませんか。 

 

【指定管理者】今のところは考えていないですね。まだちょっと余裕がありますので、

レイアウトチェンジよりも、本の中身というんですか、本を増やすというほうにお金を

使えればと思って。何かご希望はございますか、提案とか。 

 

【副部会長】大型絵本が奥にあるじゃないですか。あれ、持ってくるのが大変だから、

手前でいいかなと、個人的に思うんですが。 

 

【指定管理者】お借りになるときということですか？ 

 

【副部会長】借りたいとき、奥から運んでくるんですけど、ほかのお母さんも、一人だ

けそんなふうに読み聞かせの人がいっていたんだけど、あの場所が開けるにはあそこも

いいのか。 

 

【指定管理者】そうですね。ちょっと広い場所になっていますから。 

 

【副部会長】広い場所がね、紙芝居はそうなんですけど、だからかねなんてお話はした

んですけど、もし書架のチェンジといったら、ちょっとそれがあります。 

 

【部会長】私は立ち読みができやすいような、八重洲の丸善みたいな、図書館じゃない、

本屋さんみたいな書架の間にちょっと椅子が置いてあって、窓側にもあって、ところど

ころに椅子があってという、茅ヶ崎の図書館はそうですよね。ちょっと書架の間をとっ

て長椅子が置いてあって、ああいうのが私はいいかなというような気がします。 

本をとったら、すぐに座ってちょっと読む。 

 

【事務局】そのために折り畳み椅子があるんです。 

 

【指定管理者】折り畳みの椅子は置いてありました。ちょっとあれを書架まで持ってい

くのは大変かもしれないですね。 

 

【部会長】そんな感じが。ほかに何かあれば。よろしいですか、先に進んじゃって。 

 

【事務局】集まりやすいというのは、とにかく利用しやすいということなんですね。駐

車場があったり、椅子があったり。 
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【部会長】そういうことですね。次は、情報発信センターとしての役割、地域に根差し

たにぎわいがあって、誰でも訪れることのできる町のおもしろい情報や人脈に出会える

施設。何かご意見ないですか。 

 

【副部会長】人脈に会える施設ね。 

 

【部会長】公民館か何かの役割がいいかななんて。 

 

【副部会長】公民館と共通だから。 

 

【部会長】これ、共通なんですかね。 

 

【委員】共通ですね。 

 

【部会長】多分誰でも利用できるオープンスペースみたいなものと私は思ったんですけ

ど。 

 

【副部会長】オープンスペースはもっとあったほうがいいと思う。 

 

【部会長】私が勝手に考えるのは、触れ合いゾーンだとか、お茶飲みコーナーだとか、

あるいは誰でも相談コーナーみたいな、誰かが座っていて、そこに行って雑談ができる

みたいな、丸テーブルみたいなものがあって、ちょっとつい立てがあってというのをイ

メージしたんですけど、そんなことは無視して、何かほかにご意見があれば。 

 でも、やはり人が集まってくるというのは、長い年月の間で蓄積されないとなかなか

できないですね。昨日、今日すぐに人が 5人、6人集まって何かしましょうといっても

なかなか難しいですね。そういうことがあるよ、そういう場所があるよというのをまず

つくってあげて、周知徹底をそれからしていくみたいな感じかなと。もし一からやると

すれば、そんな感じかなと思うんです。 

 関係ない話だけど、中瀬にも子ども食堂というのが 1軒オープンしましたけど、あん

な感じで、あれは冊子に取り上げられていますけれど、場所をまずつくってあげてから

人を引き込むという、あれも 1つの方法かなという気がしますね。 

 

【副部会長】そうすると、読書会みたいなの？好きな本を持ってきて、こんな本がいい

よとお勧めするみたいなものとか、図書館だったら、お茶飲みながらとか。 

 

【部会長】例えば月・水・金とか。 

 

【副部会長】曜日で月に何回か、そういう。 

 

【部会長】やられる方は大変ですけど。 

 

【副部会長】最初、図書館で日にちと時間と設定して、お茶コーナーでやります、好き

な人、本を持って一緒に本についてお話ししませんか。何というのか、読書会ってある

んでしたっけ。 

 

【指定管理者】読書会はやっていないですね。 

 

【副部会長】前にそういう話があったけど、発足していないんですね、読書会みたいな

もの、お茶飲みながら。 

 

【委員】そんなのがあったらいいですね。 

 



16 

 

【事務局】なかなかちょっと手が出せなかった部分です。 

 

【副部会長】さっきのあいているお部屋、あそこがちょっとその日だけはそのスペース

なっているみたいなことですよね。 

 

【指定管理者】そういう形では使えると思います。 

 

【副部会長】そういう本の好きな人というか。子ども食堂は食べたい、おなかがすくと

ね。でも、お話も大事なこと。にぎわいがあってと言ったらそのぐらい。本はみんな一

人で好きな本を好きなように読んじゃうでしょう。 

 

【委員】あと、情報発信というとホームページがありますね。結構充実していていいな

と前から思っていた。 

 

【委員】意外といいですね。 

 

【委員】だから、ちょっとやるんだとしたら、あそこに新刊というか、買った本の書評

までは行かなくても、このメンバーでみんなで順番に書評を書いてもいいですけど、簡

単なね。 

 

【副部会長】前はまちの広報にありましたよね。お勧めの 1冊。 

 

【指定管理者】今でも毎月 1冊ずつお勧めしています。 

 

【副部会長】毎月 1冊、ありましたよね。なるほどと見ていたりもしていたんですけど。 

 

【事務局】あれは図書館のほうから、いつも記事をもらって、だから、図書館に来てね

と。今、だ～なくんというんですね。今、ホームページってモバイルで見えるようにな

っているんでしたか。 

 

【指定管理者】普通にウェブページとして見られます。モバイル専用ではないです。 

 

【副部会長】それは、受け手の発信は、できますか。戻りはないんですか。 

 

【指定管理者】戻りと言いますと？ 

 

【副部会長】コメントとかで。 

 

【指定管理者】それはないですね。 

 

【副部会長】それは受け入れてはない。見るだけですね。 

 

【指定管理者】そちらのご意見をいただくというのはないです。 

 

【副部会長】今みんなツイッターでいろいろやっているから。 

 

【指定管理者】ツイッターとかフェイスブックとか。検討はしたいと思っているんです

けど。 

 

【部会長】フェイスブックなんかいいですよね。ツイッターだと、ちょっと探すのが大

変だからね。 
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【指定管理者】前は町のアカウントを使わせていただいていたんですね、図書館からの

情報発信は。ちょっと分かれてしまったので独自に立ち上げていいかというところがあ

るんですね。 

 

【副部会長】情報発信、そういうのですね、今の時代だったらね。 

 

【部会長】フェイスブックのはやられていないですけどやるような予定もない？ 

 

【指定管理者】自治体さんの許可があれば、そういう答えですね。 

 

【事務局】あれも、頻繁に手入れしていないとかっこ悪いですね。6カ月前の更新かみ

たいなのを見るとがっかりしますよね。なかなかマンパワーが必要なんですね、小まめ

に見て。 

 

【副部会長】その専門の人がいないとだめだね。 

 

【指定管理者】毎月のイベントとかを随時発信して。 

 

【部会長】それがちょっとできればいいんだね。 

 

【副部会長】おもしろい情報というとそういう新しい。 

 

【部会長】次に、斬新な事業展開ですね。これは、「地域や学校等と連携して今まであ

まり施設を利用していなかった住民や子どもたちを引きつけるような事業や町づくり

に繋がる人づくりの事業など、この町の住民で良かったと思わせるような町の活性化に

つながる事業展開」と書かれております。これで何かご意見があれば。 

 では、私が最初にたたき台をちょっと。私、この辺の斬新な事業展開では、いろいろ

な意見を集約しないとできないと思いますので、そのときに、前例がないとか、過去に

経験がないとかといった、そういう制約に縛られないということで考えてみました。具

体的には、図書館内で美術品を展示して、美術館としての役割を持たせるなんていうこ

とはいいかなとか、あと、本を紹介するのは図書館ですけれども、町内で特産する、町

内でできている特産工芸品、人間国宝という方はいらっしゃらないと思うので、ちょっ

とこういうことができて有名な方みたいな方が、公民館では半年に 1回か年に 1回かや

られていますよね。私もたまに見に行きます。紹介とか、できれば、可能なら売買かな。 

 それから、図書館をぐるっと回ってみますと、2階の道路際のほうに美術本がすごく

あって、美術全集とかあったりなんかして、すごく充実しているんです。あれを読み聞

かせじゃないけど、見て、この美術は教科書に載っていますけれども、これはこういう

ところが見るポイントですよみたいなのがもしあるといいかなみたいな感じで、ちょっ

と考えたんですけど。 

 

【委員】井上有一は何か展示しているんでしたっけ。 

 

【事務局】期間を区切っての井上有一展は以前から 3回ほどやっております。 

 

【副部会長】先月やっていますね。 

 

【事務局】先月も文書館と共催でやりました。聞くところによると、図書館にご寄贈い

ただいた井上有一の作品を一番持っているのはこの図書館だというようなことを言わ

れましたので、何とかそれを先ほどのお話じゃないですけど、一級の美術品だと思って

いますので、そういったものを常設できるような、そういったことも検討しております。 

 先ほどから 2階の奥のグループ学習室という話があったんですが、そこなど、どうか

なというようなことも考えつつ検討はしております。 



18 

 

【副部会長】板看板が出てきた。 

 

【事務局】そうですね。田端地域集会所にあります。 

 

【副部会長】見せてもらったけれども、あれはその後、どこへ行っちゃうんだろうなと

か思いながら。 

 

【事務局】あれは、田端自治会にお借りをしておりますが、田端の自治会としても、町

のほうに引き取っていただいたほうがいいんじゃないかなみたいなご意見もいただい

ているみたいです。 

 

【副部会長】そうですね。みんなに見せてもらいたい。 

 

【事務局】「みんななかよし」という木の看板と言っていますけど。 

 

【副部会長】見たいという人と一緒に来たんですけど、すごいねと、文書館があること

自体が日本で 4つぐらいでしょう。 

 

【事務局】町立ですとそうですね。 

 

【副部会長】町立なんかね。だから、すごい町だねといつも褒められるんですけど、井

上有一さんもすごく世界的な人なので、もっと長生きしてほしかったですね。そうした

ら、もっと著名になって。 

文書館では、絵はがきを売っていて購入してくるんですけど、図書館も、先ほどの美

術館の話で、持っているもので、図書館でもそういうのを売ってくれたらいいななんて

いうことを思ったんですけれども、井上有一さんの所蔵の物であったら、絵はがきとか

は難しいですかね。そういう新たな事業は。 

 

【部会長】著作権を持っていればできますね。持っていないと売れないですけど。 

 

【事務局】ＵＮＡＣという東京の会社がそういったいろいろな権利みたいなものを持っ

ているようなことは聞いたことがありまして、その辺とのやりとりになります。 

 

【副部会長】あるのかなと思ったら、売ってなかったので。ほかは、よくやると売って

いますでしょう、こういう人はね。 

 

【事務局】そうですね。 

 

【副部会長】利用していなかった住民といったら、どういう人を指しますか。転勤して

きた人は行ったことないと言いますね。よく 7カ月のブックスタートで、ここに初めて

来たから、図書館に行ったことがないと言われる。やはりなかなか足が運べないみたい

なことを言いますね。 

 

【事務局】2年ほど前からなんですが、転入された方向けに役場の一番最初に入ってく

る窓口、町民窓口課の窓口なんですけど、そこに図書館のパンフレットを置いて、新し

く入ってこられた方にお配りするというようなことをしていますが、今度また新しくそ

の辺をＰＲしていただければなと思いますが、かなりニューバージョンの図書館のパン

フレットをつくってもらえるようですので、そういったＰＲは町のほうとしてもいろい

ろなところに配れる場所をつくりたいと思っています。今までは、できた当時のパンフ

レットしかなかったので。 

 

【副部会長】昔のものを増刷りしていたから、あまりきれいではなかった。そういうも
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のは 10年に 1回ぐらいつくるんですかね。 

 

【事務局】貸出冊数が変わるとか、制度が変わるときがチャンスでつくりかえたりしま

すね。開館時間が変わるとか。 

 

《指定管理者より校正中の新しいパンフレット見本を配布》 

 

【指定管理者】まだ校正中で、内容が間違っているところがありますがカラーコピーな

ので、もっときれいな色というか、紙なんですけども、イメージということで見ていた

だければ。 

 

【副部会長】ポイントの字が大きくていいですね。私たちみたいだと字が大きいほうが

いいです。 

 

【指定管理者】字を大きくというのがポイントと、あと、地図ですね。ぜひ北部、南部

の分室を表現して、より地域の人に寒川町の図書の施設というのを全て表現したいとい

うところが 1つ、こだわりとしてやっているところです。ちょっとまだ地図は、学校の

名前とかに間違いがあって、まだお恥ずかしい状況なんですけど、全体を見て、細かい

規約とかではなくて、こういう図書館だったらちょっと行ってみようかなと思ってもら

えるようなところで、だ～なくんにも活躍いただきまして、活用ポイントを図面の右側

に表現をしております。 

 

【副部会長】だ～なくんをもっと売り出すしかないね。 

 

【指定管理者】やはりこちらでやっていて、何カ月かたつんですけれども、利用者が少

ないのはビジネス系の方ですかね。寒川町は会社とか工場とか結構あるんですけれど

も、ビジネス系の方の利用が少ないかなというのがあります。あとは、先ほど申し上げ

た中高生の方、来られはするけど、勉強に来られるだけで、そこがちょっと利用者とし

ても、あまり使われていなかったところをちょっとこれから盛り上げていくところだと

思っております。 

その意味では、新しい設備投資といいますか、無料 Wi-Fiというところも総合案内に

は表現しておりますので、9月の上旬ぐらいで開始できればと思っています。 

 パンフレットも自治体様にもご協力いただいて、さまざまな場所で設置、配布してい

ただければと考えています。 

ビジネスマンの方が来られて資格の勉強をするとか、仕事で書類をつくるとか、そう

いうのをやっていただくような環境も提供できればと思っているので。 

 

【委員】中学生を図書館へという話で、例えばなんですけど、これはこういうリーフレ

ットですけど、学校のいろんなところに、廊下だとか、図書室だとか人の目につきやす

いところに、例えば「寒川の図書館へ行ってみませんか」みたいな、それで自分なんか

もなるべく言っているんだけど、なかなか。学校ってやることが多過ぎるんですね。わ

からなくなっちゃう。図書室に昼休みに来てはいるんですよ。全然来ないわけじゃない

ね。男の子なんかも結構来ているから、じゃ、今度は図書館へ行ってみない？ みたい

な、そういうつながりもできていくといいななんて思ったりもするんです。 

 

【指定管理者】ぜひこのパンフレットを学校さんに置いていただいていいですか。 

 

【委員】はい。 

 

【指定管理者】図書室のところにでも置いていただいて、来ていただければと。ポスタ

ーはちょっとまた別途考えたいと思います。 
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【部会長】そのほかには。どうですか。 

 

【委員】これはここで言うことではないかなとも思ったのですが、今、おっしゃったよ

うな環境。私が考えていたのは、小中で 8校あるので、そこで図書館専用の掲示板とい

うのが 1つ、ここへ行けば図書館の情報が見られるというのがあったらいいなと思って

いたのですが、それは教育委員会の方ですよね。 

 

【副部会長】でも、各学校の司書教諭の人がそのコーナーをつくればいいだけでしょう。

そして、そこで情報をもらってきて掲示すればいいだけじゃないんですか。 

 

【委員】そうですね。各学校に決めていただいて、ここは図書館専用みたいな。 

 

【副部会長】総合図書館の情報センターみたいな掲示コーナーは、司書教諭の人がつく

ればいいのでは。 

 

【委員】私がふと思ったのは、うちの学校は、職員室があって、校長室があって、校長

室が、職員室の入口の目の前なんです。私は扉を全部開けておくのでよく子供の様子が

わかるんです。そうすると、待っていて、誰を呼んだりとか、そこのところに掲示板が

あるんです。何も貼らせていないんだけど、大事なのがあるときだけ貼るんで、そこに

貼ってもいいかななんて思いました。 

そこは貼るとよく見てくれるんです。一番見てくれるから、そこに図書館の情報を貼

ってしまえばいいのでは。 

読書は学力的にもすごい大事だと思っているんです。 

 

【副部会長】そこにまずこれを置いていただいて。こんなきれいな案内ができましたと

いうことで。 

 

【委員】これでも十分きれいですけど、もうちょっと厚手のものになるんでしょうか。 

 

【指定管理者】そうです。これは単なるカラーコピーですので、もうちょっといい紙を

使って印刷します。 

 

【副部会長】総合図書館に今月入った新しい新刊本コーナーみたいなのを置いておくん

でしょう。 

 

【委員】そう。イベントの情報も。 

 

【副部会長】図書館でイベントやりたい人、中学生集まれみたくして、僕はこういう発

表をやりたいですと言うかもしれない、中学生が。ダンスをやりたいですとか言ったら、

ダンスやってもらって、今、あの辺、ヒップホップダンスがはやっているから。 

 

【委員】中学生のジュニア司書って募集されているじゃないですか。ああいうのもいい

し。ちょっと残念ながら、あまりいなかったということなんだけども、だから、例えば

中学生ボランティア募集とか、直接目的じゃないんだけども、ちょっとリンク  をい

ろいろなことをつけるみたいなのがあってもいいのかなと。子供図書館友の会じゃない

けどね。 

じゃないと、部活がとにかくみんな大好きだから、1 に部活、2に部活なんです。そ

れはそれでいいことなんですけど、ちょっとは読書もしてよという思いがどこかにある

からね。 

 

【副部会長】でも、昔、私がやっているときには、図書館の『鉄道ジャーナル』とか、

そういう鉄研の子たちというのは、どちらかというとこういう子たちで、付録の路線図
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を欲しいとか、いろいろあって、それとさっきの付録なんですけれども、そういう子た

ちはほんとに好きで、鉄研部なんかは鉄道の本の付録の取り合いをしたことがあるんだ

けれども。だから、こういう子はいますよね。それが部活になっているかどうか、そこ

から発展してもらって、本の好きな子というのね。付録がもらえると言ったら行くかも

しれない。 

 

【事務局】公民館部会では、やはりこれとこれとかということではなくて、ここにも書

いてありますように、町のおもしろい情報、あるいは町の活性化につながる事業展開な

んていうことがあるので、やはりテーマを寒川というのにした歴史だとか、地域文化だ

とかというのを図書館でも発信したい。たまたま住んでいるのかもしれませんし、でも、

自分が住んでいる寒川のことを知りたいと思っている若い人たちは意外と多いんじゃ

ないのかななんていうふうに言われていました。だったら、そういうまちおこしとか、

あるいは寒川のおもしろい情報とかというところがキーワードだとすれば、そういう地

域情報、地域文化の発信というような形で歴史とか、昔、梶原景時という人がいてとか、

そういうような話を図書館、公民館で情報発信できたら、人が求めて来ないかなという

話をしていました。 

 そうしたら、ＰＴＡの代表の方が、若いお母さんも意外と寒川のことを知りたいとい

う歴女みたいな人がいるかもしれないと言っていましたので、資料の宝庫の図書館だっ

たら、おそらくそういうのはいっぱいあるんじゃないのかなと思いますから、電車も大

好きだし、織田信長も知りたいけれども、やはり寒川というテーマもいいのかなという

感じはします。それが新しい展開にもつなげられるし、情報発信センターとしての役割

というのも、茅ヶ崎の図書館では絶対やってくれないことですからというような話は、

公民館のほうで出ていました。 

 文化財学習センターでもいろいろな地域の資料を持っていますから、それとコラボし

たらという話もさせていただいて、釣手土器を町民センターのロビーに持って来て、「こ

れは何？」となったときに、「これはね」と言って興味をかき立てる。それが図書館に

あってもいいわけです。 

 

【部会長】時間も大分押し迫っていますけれども、何か言い忘れたとか、この意見はど

うだろうかとかいうのがございましたら。 

 

【副部会長】指定管理者制度に活かしたというところが、活かしたというと、去年と何

とか変えなきゃいけないというと無理がありますね。 

 

【事務局】まだお時間も多少あるので、もし今回、最初に挙げた 3項目ということでお

話ししていただいているのですが、項目の文面を見ると、どちらかというと公民館に偏

っているのかなという部分もありますので、もしこの項目立て、今後の公民館、図書館

に期待することという中でこの項目も入れておいたほうがいいのではというものがあ

れば、お時間の許す範囲でご協議いただけるとありがたいのですが。 

 

【部会長】図書館のほうに特化した内容ですね。 

 

【事務局】そうですね。どちらかというとちょっと公民館に偏っているのかなという感

じがする部分もありますので。 

 

【副部会長】ここでいう図書館というのは、どうしても総合図書館だけを中心に考えて

しまっているんですけれども、南部も北部も含まれているんですよね。 

 

【部会長】公民館に入っているような気がする。見方によっては、99％総合図書館かな

という気がしますけど。 

 

【副部会長】ここでいう図書館は総合図書館を差しているのですか。 
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【事務局】いや、分室も含めたところで考えていただいていいと思います。 

 

【部会長】ただ、あそこは公民館の中の一部分なので、ある程度公民館の動きの中で左

右されるんじゃないですか。本は載っかっているけど。 

 

【事務局】開館日とかは公民館の開館日に左右される部分がありますが、運営自体はＴ

ＲＣさんにやっていただいているところもありますので、基本的には図書館のほうの指

定管理者さんにお願いして運営している部分です。 

 

【副部会長】あそこの人はＴＲＣの人なのですか。 

 

【事務局】そうです。 

 

【部会長】あそこだけ治外法権なんだ。 

 北部と南部の本というのはどれくらいの頻度で入れかえをされているのですか。 

 

【指定管理者】入れかえといいますか、新しいものを少しずつ買っていっているという

形です。その間の入れかえというのはなくて、相互に貸出は行うみたいな。南の方が総

合とか、北の本を借りることもできます。要するに図書館システムの端末がありますの

で、そこから調べて予約をかけて取り寄せることができる。 

 

【部会長】同じ本が並んでいるというイメージは持っているんですけど、前よく借りに

行ったときは、南部に借りに行くんですけど、いつも同じ本が並んでいる。 

 

【事務局】図書購入費がここ数年抑えられてきていまして、南部、北部について、なか

なか回すだけの力が、余力といいますか、なかったというのが現状なんです。ただ、お

かげさまで去年ぐらいからまた若干上向いてきましたし、今回、指定管理を導入するこ

とによって、資料購入費は非常に増えていますのでご期待いただければと思います。以

前はほんとうに、おっしゃったようにいつ行っても同じ本しかないんで、そういうお声

を十分聞いていましたし、残念にずっと思っていたので、今回そういう意味では、並ぶ

ものについても変わるのではないかと思います。 

 

【部会長】変わってきたということですね。わかりました。 

 

【委員】斬新なというので、昔、映画会とか、公民館でやっていましたよね。今、子供

たちが夏休みなのもあるのかもしれないけど、本がアニメ化されたり、映画化されたり

したものをすごく見に行っているようなんです。図書館でそれができて、本とかも一緒

に、関連した本を読ませるなんていうことができたらいいかと思う。 

 

【事務局】16 ミリ映写機なんですけど、私なんかも、前には資格を取って公民館で映

画会をやっていた本人なんですけど、いいなと思っているんですね。ですが、16 ミリ

映写機がもう古くなってしまって、1つも動かないんです。部品ももうないんですね。

ですので、現実的にはちょっと難しいんです。映写機自体をどこかから借りてくるとか、

そういう形にしないと難しいです。 

 ここでやるとすると、そのモニターでビデオを映すという、そういうことで、去年の

秋には 10 周年の映写会をこれでやったんですけど、かなり大きいモニターなのでいい

んですけど、16 ミリにはまた味がありますので、なかなかいいなと思っているんです

けど。 

 

【副部会長】じゃあ、もう 16ミリは無理ですか。 

 

【事務局】さっき言いましたけど、どこかから映写機自体を借りてこないと。 
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【副部会長】映写機がないね。もう廃棄処分ですね。 

 

【事務局】この図書館でその片鱗は感じることができるんです。企画展示室の隣の録音

室というのが実は映写室になっていまして、ガラス窓があって、そこから映写して、企

画展示室の反対側の壁にぶつけて映写することになっているんですけど、16 ミリ映写

機がないんです。 

 

【委員】あと、公民館と徹底的に違うのは、図書の充実というのを挙げないといけない

と思うんです。量的にも質的にも。 

 

【部会長】4番目は図書の充実というのが出ました。 

 

【副部会長】一緒にすると何かやはり難しい。公民館と図書館って無理がちょっとある。 

 

【委員】2つに分ければいいのでは。公民館に期待すること。図書館に期待すること。 

 

【事務局】今回のテーマというのはただ公民館、図書館のあり方ということではなくて、

「指定管理者」というのが大テーマです。指定管理者に期待することを要するに図書館

を通して、公民館を通してということです。これまでも公民館のあり方、図書館のあり

方というのは、皆さんと考えてきたことだと思いますが、今回の新たなファクターは「指

定管理者制度を活かした」というところです。やはり指定管理者には、町がこれまでで

きなかった斬新なことをやってもらいたいというから、3番目があるので、集まりやす

い環境づくりも、Wi-Fiをすぐに入れてくれるとか、情報発信センターとしても、指定

管理者で持っているいろいろな経験、ノウハウをもって情報発信してもらえるんじゃな

いかとかいうところの期待がこの 3つの項目に出ている。今回の提言は、そこがポイン

トだと思います。 

 

【副部会長】事業展開で、先ほどの図書館の考えとはずれるかもしれないけど、町民セ

ンターの食堂がとてもきれいになって、おいしくて利用しているんですけど、図書館に

はちょっと難しいですかね。ちょっと先ほどのと相反するかもしれないんですけど、斬

新なというと、そういうお店とかいうのは民間しかできないですよね。飲み物とかとい

うのは難しいんですかね。 

 

【部会長】食べ物はね。 

 

【副部会長】パンぐらい買えないですか。この前、孫と来て、おなかすいたと言って、

ちょっと売店があったらいいなとか思いながら、そんなように思ったりする。外に出て

もなかなか周りにないので、斬新なといったときに、ちょっと自動販売機のパンコーナ

ーみたなものを設置してほしいと思った。 

ジュース、飲み物じゃなくて、もう 1個、アイスでもいいんです。 

 

【委員】八重洲だとか、三省堂だってコーヒー、喫茶店みたいな、上品なのがあって、

そこは本を持っていってもいいんですよね。 

 

【部会長】いいんですよ、あれは。 

 

【委員】ああいう、知的なそういうのは横道じゃないと僕は思うんですね。あくまでガ

アガアしていて、そっちで客をとろうみたいなのは邪道だと思うけど、だから、今、   

言われたようなのは、予算的にはかなり厳しいと思うけど。 

 

【事務局】本を読むための演出だったらいいわけですものね。 
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【委員】そう。コーヒー飲みながら読むのはありだと思うんです。 

 

【指定管理者】よりよい読書環境の実現というところでは。 

 

【副部会長】コンビニが 100円コーヒーをできるのはどうしてなの？ あんな安いのは

何でできるんですか。 

 

【事務局】あれはやはり多売だと思います。 

 

【副部会長】そういう店が何かないですか。そういう裏の手でね。 

 

【部会長】そろそろよろしいでしょうか。それでは、次に移らせていただきます。 

 

5．その他  

・次回の部会の開催予定について   

  10月 27日 (金 )  13:30～  町民センター会議室  

 ・すでに案内をしていた 11/13(月 )県社会教育委員連絡協議会地区研究

会松田町会場 (2名 )及び 1/25(木 )県公民館大会 (1名 )の参加者につい

て予定人員に達した旨の報告  

11/13(月 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (松田町会場 ) 

                         平本議長・田邊委員参加予定  

1/25(木 )県公民館大会   鈴木委員・石黒委員参加予定  

 

6．閉会    

宇條副部会長  

配付資料 

資料 1 モニタリング評価の視点について  

資料 2 「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」  

提言（案）  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・宮﨑幸夫    ・宇條茂子 

（平成 29年 9月 27日確定） 

 


