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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 3回図書館部会  

開催日時  平成 29年 10月 27日（金）午後 1時 30分～ 3時 10分  

開催場所 寒川町民センター 1階会議室  

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 )  三澤委員  

欠席者：宮﨑委員  花山委員  

事務局：長岡教育総務課長  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：なし  

議 題 

報告事項 (1)モニタリング評価について 

     (2)図書館事業中間報告について 

協議事項 (1)平成30年度図書館事業計画(案)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    石黒部会長・三澤委員  

 

4．報告事項  

(1)モニタリング評価について  

  ・事務局からモニタリング評価概要について報告  

 

【部会長】それでは、ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問がありますか。 

 

【副部会長】初めて外部モニターとしてモニタリングをした感想を聞かせてください。 

 

【部会長】今報告があったとおり、ほぼ私が質問をして回答をいただいたということで、

進めさせていただきました。前にもちょっと言ったんですけれども、私は、ISO9001と

か 14000の受審側と受審する側の経験を、一応、前の会社でしていますので、そういう

観点から文書管理、その他、細かいことを見させていただきました。 

 きつい評価になったところは、今、まさにテレビ、新聞等で騒がれています、昔から

言うと、シャープが潰れて、タカタが潰れそうになって、今、まさに東芝も危うい時期

に来て、今、新聞を騒がせているのは商工中金の融資不正です。またさらに、またまた

問題になっているのは、日産の最終検査の不正、神戸製鋼所のデータの不正です。その

昔は三菱が車の燃費のデータ不正をやっていました。 

 コンプライアンスの遵守というのは口で言うと簡単なんですけれども、なかなか守る

というのが、社内にいると意見を発信できないというんですか、今、内部不正を告発す
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るような、そういうシステムができるようになっていますけれども、やはり内部告発と

いうのはしにくいので、やはり自浄努力、自浄作用がないとなかなか会社としては難し

いんじゃないかなと思います。 

 これ、さらに、今、まさに名前を挙げた会社関係では、コーポレートガバナンス、企

業統治がうまくされていない、下もだめなら上もだめという感じです。これが蔓延しま

すと、やはり会社の存続自体も危なくなってきますので、私なんかが昔いた会社は業務

監査という部門が独立していまして、製品を出す場合には逆に製品部門が、品質管理部

門が独立をしていまして、そこの部門がオーケー出さないと製品を外部に出せないとい

うのもやっていました。 

 業務審査は、各部門がちゃんと法令に遵守しているか、遵守している仕事をやってい

るのかというのを定期的に見る部隊でして、一応、独立をしている部隊です。ですから、

簡単に言うと、実際にはそうなっていないんですけれども、社長直属みたいな感じで自

由に物を発信できると。会社ですから内部監査もあるし、外部監査があるし、自分で見

なきゃいけない監査があるかなと思うんですけれども、そういうときには、そういう内

部監査の業務審査部みたいなのが出てきて、ちゃんとルールにのっとって仕事をやって

いるのか、その証拠はどこにあるのかというのを、全部、一々、チェックをしているわ

けです。これがなされていれば、例えば外部から訴訟を起こされても勝つことができる。 

 私は、直接、そういう部隊にいたわけじゃないので、端から見ているというんですか、

門前の小僧でしか知らないんですけれども、私なんかが仕様書を書く場合には、仕様書

は基本的に訴訟対策の一環として書く、つまり訴えられたときに、仕様書に書いてある

よね、守らなかったのはあなたたちですよね、うちは指示しているんだけれどもやって

いないんだよねというので、訴訟には勝つような文章を仕様書に書き加えていくという

ことで、そういうことをやっていた会社なので、厳しい目で見させていただきました。 

 廃棄物から危険物から、いろいろな業務から、いろいろなところで仕事をしていまし

たので、一通りは見ることができたので、そういう意味ではちょっとはお役に立てたか

なと思います。 

 やはり一生懸命やられているので、あまり厳しいことは言うつもりはないんですけれ

ども、やはり半年間、よくやられていると思いました。結構、努力もされて、いろいろ

なことを発信されていますし、やはり仕事をとった以上は頑張って、さらにその上を目

指そうという姿勢が見えました。そういう点はとてもよかったと思います。ただ、設備

関係でちょっとまずかったのが 2つ、3つあったんですけれども、それは改善されるで

しょうし、改善されたということを伺いましたので、不安材料ではないと思います。 

 これから後、もう 1回、私のところで 2月以前にモニタリングをしますけれども、そ

のときには、多分、そういうことは解消されているだろうというふうに思います。また、

4年半ありますけれども、さらに改善がされて、さらに上を目指した図書館になるんで

あろうなというふうに感じました。 

 

【副部会長】ありがとうございました。モニタリングされる側はどうだったのですか。

モニタリングというのが初めてなので、監査という言葉と響きが違うので。 

 

【部会長】モニタリングは内部監査ですね。 

 

【副部会長】監査は監査なのか。あまり知らない言葉なので、すみません。 

 

【指定管理者】感想ですけれども、やはり設備関係なんですけれども、やはりこんな細

かいところというんですか、非常に専門的な知識をお持ちだったんです。設備の人間が

驚いていまして、こんなことまで聞かれるんだみたいなことで非常に。でも、なかなか

非常に勉強になりまして、ありがとうございました。 

 

【部会長】14000は取っているんですよね。たしか環境は取っていますからね。環境で

取っていないでしたっけ。品質だから、9000は関係ないですもんね。 
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【指定管理者】そうですね、環境は取っていましたっけ。 

 

【部会長】14000取っていませんでした？ 

 

【副部会長】相鉄ホールディングスで ISOの 14000を取っているのですか。 

 

【指定管理者】確か持っているはずです。 

 

【部会長】実際にはあんなに短い時間ではないので、ほぼ２日ぐらいやるんですね。 

 

【副部会長】今回、時間はどれぐらいかかったのですか。半日ぐらいですか。 

 

【部会長】今回はそうです。ISO は 24 時間ルールというのがありまして、指摘される

と 24 時間以内に回答しなければいけないというルールがあるんです。指摘されたら、

その指摘を改善するための書類なりシステムなりを構築して、答えなければいけない。

晩に言われたら翌日の晩までに書面をつくって出さなければいけない。ISO というの

は、全部、書面なので、現場はあくまでも見学でしか見ない。ISOというのは書面審査

でしかないので、書面がしっかりしていないと、要するに現実もなっていないだろうと

いう、そういうことしか見ないので、どうしても書類が多くなってしまう。ISOという

のはあくまでも紙の世界なの。パソコンの中にありますと言っても、紙を出さないとだ

めなんです。 

 ですから、あれは結構、お金もかかるし大変なんですね。ですから、ISOを取ってい

れば、そういうシステムは、一応、経験されているので、最初に「書面で見させてもら

えます？」というのをお伺いしたんです。 

 

(2)図書館事業中間報告について(資料 1) 

  ・指定管理者から資料 1説明  

 

【副部会長】上期とか、次は下期ってなるのですか。こういう言葉は、あまり今まで使

われていなかった気がしたので、図書館は、これからこういう言葉であらわされるのか。 

 

【事務局】以前から上半期、下半期という表現はしておりました。 

 

【副部会長】上半期、下半期という表現ですか。 

 

【事務局】それは通常、使われるかなと。 

 

【部会長】使われるね。 

 

【副部会長】中間報告とかではなく、上半期の報告ということですか。 

 

【指定管理者】そうですね、4月から 9月を上半期ということで表しています。 

 

【副部会長】4月から 9月までのことで。上半期なのですね。 

 

【委員】今、雑誌が増えたというのはすごくいい雑誌が増えています。この間、私も久々

に行ってすごく変わったなというふうに見ました。雑誌は、古いのしか借りられないん

ですよね。 

 

【指定管理者】そうです、最新号は複写も貸し出しもしないということになっています。 

 

【委員】雑誌はやはり古いのでも借りていく方もいらっしゃいますか。 
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【指定管理者】いらっしゃいます。 

 

【委員】そうですか。今の説明の中の絵手紙の展示、サークルの展示、あれはこちらか

らお願いしたんですか。それともあちらのサークルのほうからそういうのをやってくだ

さいという話だったのですか。 

 

【指定管理者】分室のスタッフが、絵手紙サークルの方からこういったのを展示したい

けどどうですかみたいなお話がありまして、非常によさそうでしたので、こちらで一緒

に展示しましょうという形で開催させていただきました。分室のサークルの方からお声

がけがあったという形です。 

 

【委員】そうですか。ああいうところに展示しているのはすごくいいですね。 

 

【指定管理者】そうですね、非常に見ばえというんですか。 

 

【委員】そうです。見ばえもいいし、あちらのサークルにとっても、両方にとっていい

かなと思います。 

 

【指定管理者】そうですね。あの展示を見てサークルの加入者が何人かいらっしゃった

そうです。 

 

【委員】そうですか。今後、いろいろなサークルをなさるつもりはあるんですか。 

 

【指定管理者】あくまで単に展示というよりも、例えばそれをつくるための本ですとか、

関連の本を一緒に展示させていただいて、双方に効果があるようなものでしたら、ぜひ

展示させていただきたいと思っております。 

 

【委員】私、短歌をやっているんですけれども、そのうちによろしくお願いいたします。 

 

【指定管理者】短歌というのは、皆さんが書かれるんですか。 

 

【委員】そうなんです。 

 

【指定管理者】それを展示していただいて、短歌についての本を。 

 

【委員】本とかを同時に。 

 

【指定管理者】ぜひよろしくお願いします。 

 

【委員】すみません、宣伝して。 

 

【部会長】ほかに何かありますか。 

 

【委員】この間、1カ月ぶりぐらいに久々に図書館に入ったら、レイアウトもそうです

し、全体がすごくいい雰囲気になっていた。でも、これがマンネリ化しちゃうとまたあ

れなのか、図書の指定管理者の人も次から次へと大変だな、そういう思いでも見ており

ます。でも、すごくよくなっているというのが印象的でした。 

 

【指定管理者】結構、外から来られた方で本の展示を褒めていかれる方が多いですね。

やはりスタッフが、今、自主的に展示のテーマを決めて、自分たちで飾りつけをして、

自分が担当したものはなるべくよく見せたいというのがありまして、そういう相乗効果

があって、どんどん展示とかがよくなっているのかなというのは感じがします。 
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【委員】それから、この間、私がちょっと借りたい本がありまして、職員さんが、いろ

いろと見てくださり、どの方もすごく親切だったんです。本当に、そこまでつき合って

くださっていいんですかというぐらい教えてくださったり、探してきてくださったり、

ありがたかったです。 

 

【指定管理者】もう遠慮なくいろいろ申しつけてください。 

 

【副部会長】図書館のパンフレットをブックスタートで毎月、7か月検診で渡している

ので、後でいただけますか。 

 

【指定管理者】ぜひ。 

 

【副部会長】パンフレットは何年ぐらいの計画が作り直すのですか。なくなったら作る

のですか。 

 

【事務局】今までは、図書館が開館した年に最初につくったパンフレットで、結局、そ

の後は、予算が大抵つかないので、なくなったら、その次は自分たちで印刷していまし

た。 

 

【副部会長】自分たちでやっていたんですね。 

 

【事務局】それで、今回、指定管理者になったということで、新たに、今、そういうふ

うなパンフレットのほうへ予算が回っていったということです。 

 

【指定管理者】最近、パンフレットはほとんどデータでつくられていますので、少しの

修正ですとか、ちょっとここら辺を変えたいというところは、結構、費用をかけずすぐ

できてしまいますので、大幅な改訂はまた何年後という形になるかもしれないですけれ

ども、ちょっとした変更は、その必要があり次第、例えばレイアウトが変わったとか、

そういうのがあり次第、変更していきたいと思います。 

 

【委員】お話の部屋にマットを敷くというお話でしたが、ここ、写真では違うんですか。 

 

【指定管理者】まだ、今、ちょっと検討中なんですけれども、いろいろスタッフとお話

ししているんですけれども、私はカーペットを敷いて縫いぐるみとかを置いてという話

をしているんですけれども、結構、スタッフの間から、カーペットとか縫いぐるみは不

衛生になるからいかがなものかとか、いろいろと意見が出ていまして、いろいろ方法が

あると思いますので、カーペットはもうちょっとタイル式にして汚れても洗えるように

するやつとか、縫いぐるみじゃなくて木のおもちゃにするとか、もうちょっと本棚の位

置を変えてもっと見やすくするとか、そういったので全般的にレイアウトというんです

か、どうやったら使われるようになるかというのを、今、検討中になっています。 

 

【委員】前、私も読み聞かせのボランティアをしていたときに、カーペットだったんで

すが、そうすると、子供たちがそこをよけて座ったりしていたんです。だから、今度、

全体を敷かれたらすごくいいのかななんて思いました。 

 

【副部会長】多分、衛生面はきっとそうなりますね。Ｏ157とか。吐いた後の後片づけ

はものすごく大変。全部、拭かなければいけないし、学校も除菌でやるから、カーペッ

トを敷くというのは、きっと、清潔面で大変そうです。 

 

【指定管理者】うちのスタッフにもいろいろと言われました。安易に全面敷いてしまう

と、吐いたりとかお漏らししたりしたときには大変だと。せめて部分的にして切り離し

とかができるような形とか。 
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【副部会長】もっと掃除しやすいほうがいいですね。 

 

【部会長】タイルカーペットでいいんじゃないですかね。変えられますし、なるべく一

般的な柄、色合いを選んでおくとカタログアウトにもなりにくいですし。あまり奇抜な

色を選ぶとすぐなくなってしまうので補充がきかなくなる。 

 

【指定管理者】今、そういったことを検討させていただいております。 

 

5．協議事項  

(1)平成 30年度図書館事業計画 (案 )について (資料 2) 

  ・指定管理者から資料 3説明  

 

【副部会長】立派すぎて。どれも中止というのはないですね。 

 

【部会長】すばらしいですね。 

 

【副部会長】ないですよね。この表の「○」というのはどういうことですか。 

 

【指定管理者】一部やっているという形ですね。 

 

【副部会長】一部実施と「○」とは表現の仕方が違うんですかね。 

 

【指定管理者】「○」はほぼ実施しているという形、一部はちょっと実施している部分

が足りないかなとういう形。未実施というのはちょっとまた別になります。 

 

【副部会長】「○」は 100％ですか。 

 

【指定管理者】100％とはいかないですけれども。 

今回、この 30年度の計画の提案の項目なんですけれども、これは、もともと指定管

理者としてご選定いただく際に、私たちから企画提案書ということでお出しした項目に

沿っております。ですので、中には寒川町にちょっとそぐわないんじゃないかという内

容もあるやもしれないんですけれども、一旦、そういう事情があってちょっと項目が多

くなっておりまして、原則的には、今年度同様、以前から継続してやられているおはな

し会等のイベントとか魅力ある展示というのは基本路線でいて、多分、この未実施のと

ころを新たに次年度以降、指定管理者として取り組んでいって、今の運営によい意味で

肉づけをしていきたいというふうに考えております。 

 

【副部会長】これは、総合図書館だけの実施計画案ですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【副部会長】南部公民館や他の公民館についての実施計画案というのは触れないんです

よね。そこはどういうふうに捉えたらいいのですか。 

 

【指定管理者】ここの事業計画の案は、継続してやっているものは 30年度に新たにや

る実施計画には盛り込まずに、新規にやる項目だけに凝縮をした際に、その項目の同じ

欄を分けてつくって、本館、北部、南部、例えばですね、というようにつくって、そこ

にやる実施項目が対象であれば丸、本館は、当然、全部、丸がつくんですけれども、北

部、南部でも対象であれば丸とか、ちょっとわかりやすく表記したいと思います。 

 

【副部会長】これは総合図書館のもの。北部と南部もあるのかなと思ったので。 
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【指定管理者】つくっていただいた内容は総合図書館がメインなんですけれども、やは

りこの総合でやったことによって分館にも波及するようなというのはかなり含まれて

いると思うんです。例えば保護者向けのブックガイドをつくるといっても、総合だけで

つくって総合だけで展示しているわけではなくて、分館にももちろん配布いたします

し、いろいろな展示とかも独自に分館でもやっておりますので、そういったものはまた

別にやっていくという形になります。 

 あと、設備的なものになりますと、やはり設備自体は公民館のものの一部ですので、

こちらで自由に変えられるというわけではないので、その中で自由がきく範囲の中でち

ょっと改善していくというのはあると思うんですけれども。 

 

【副部会長】南部がそうなってすごくよかったと思っているのですが、それも要は図書

館の予算とかお金とかあるじゃないですか。実施計画案でどういうふうに位置づけてい

るのかと思いまして。 

 

【指定管理者】そうですね、確かにおっしゃるとおりだと思います。 

 

【副部会長】盛れるのだったら、南部も北部こういうものがあるといい。きちんと評価

されないじゃないですか。なかなか、一緒のテーブルには上がらないですよね。難しい

のですか。総合図書館の内容はすごくよくわかった。 

 

【部会長】ただ、前回も同じで、北部、南部の図書の充実は図りたいと言っていました

よね。ですから、南部と北部は図書館業務がメインなので、何かしたいというとそのほ

かは公民館事業の中に入っちゃうので。調整はできますけれどもね。 

 

【指定管理者】本の充実はもちろん同様に図ってまいります。 

例えば一番上の丁寧な案内の徹底という項目に対して、30 年度、私たちのほうでコ

ミュニケーションボードを導入して、より高齢者の方とか障害者の方とのコミュニケー

ションを円滑に図りますというご提案をしたときに、この項目の枠に本館、南部という

のが、そこは、当然、コミュニケーションボードは北部と南部にも設置すれば、そこは

「○」をつけさせていただいて、この提案は本館と北部と南部でも実施しますと。 

 あと、本館でやるおはなし会とかイベントについては、本館のほうで実施するという

ことで、本館に「○」をつけて、北部、南部ではイベントはできないと思いますので、

そこは斜線というような形で、そういう表現の仕方で改めて提示させていただきたいと

思います。 

 

【部会長】表示方法を見やすくしていただくということでいいですか。 

 

【副部会長】そうですね。 

 

【委員】児童向けサービスについてのところですけれども、調べ学習コンクールという

のは去年、初めてやられた、それとも前からやっているのでしょうか。 

 

【指定管理者】まだ寒川からの参加はどなたもしてないです。ただ、結構、ＴＲＣが応

援している調べ学習コンクールという大きなイベントがございまして、それに寒川町の

児童の皆さんに参加していただけるような形で、こちらからちょっとプッシュしていく

というんですか、そういったようなことを、今後、やっていきたいと思っています。今

までご参加がなかったのですけれども。 

【委員】学校のほうへチラシとか、欲しいなって思いました。 

 

【指定管理者】今までこういったものを、皆さん、出されているので、皆さんもどうで

すかみたいな形ですね。そのためにはこういった本が使えますみたいな。 
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【委員】あと、カードの提案というのがすごくいいなと思いました。 

 

【副部会長】うちの孫は夏休みのすごろくの読書マラソンがうれしかったみたいです。

ああいうイベントが、ここと南部、北部でもあってもいいと思う。 

 

【指定管理者】そうですね、でも、読書マラソンは南北でも、これ、一緒にやっていま

すので。 

 

【副部会長】でも総合図書館でもらうほうがうれしいみたい。何でだろう。 

 

【指定管理者】ちょっと館長に、最後、記念品をもらうのはそうです。 

 

【副部会長】そうですね。 

 

【指定管理者】10冊ぐらい、私が青い判こを押していたんですよ。 

 

【副部会長】それがうれしいんです。 

 

【指定管理者】いっぱい子供たちが来てくれて、こちらも楽しかったです。 

 

【部会長】ほかにありますか。 

 

【副部会長】読書会とかがあったら、きっかけがあれば出たいですね。参加したいと思

います。 

 

【指定管理者】こういったテーマでとか、こういった本でというご提案がありましたら、

ぜひお聞かせいただければと思います。これで読書会してほしいみたいな。 

 

【副部会長】なるほどね。ビブリオバトルみたくならないかわりに。 

 

【指定管理者】ビブリオバトルもおもしろそうなんですけれどもね。 

 

【副部会長】著名な人とかね。 

 

【部会長】鎌倉に行くと著名な方の読み聞かせの何かがありますよね。 

 

【副部会長】ありますね。 

 

【部会長】この前、鎌倉の文学館に行ったんですけれども、あそこのパンフレットのと

ころにご著名な方がずらずらずらと書いて、こういうことをやると人が集まるんだろう

なと思いますよね。 

 

【指定管理者】図書館のほうでは湘南ゆかりの人々という特集展示をやらさせていただ

いているんですけれども、寒川町も、こんな人が寒川町の出身なんだなみたいな方が結

構いらっしゃいます。物まねのいっこく堂さんとか。今まで全然知らなかった。 

 

【副部会長】私、やはり井上有一さんみたいな人が、結構、世の中では有名で、世界で

有名で、寒川の人もじっくり学ぶのがあるといいなというのは個人的に思います。文書

館のはちょっとのぞいたけれども、もう少し説明してくれるといいですよね。 

 

【部会長】そのほかに何かあれば。 
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【委員】今、ＮＨＫのドラマで朗読のよさをやっているドラマがありまして、朗読会と

いうのをつくっていただきたいななんて思うんです。 

 

【副部会長】ＮＨＫのマトバさんという人がいろいろ、結構、図書館でやっていますよ

ね。 

 

【指定管理者】そうですか。 

 

【副部会長】軽井沢町でＮＨＫのそういう人がやられてて、全然違うんですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。結構、子供向けのおはなし会だけじゃなくて、大人向けの

朗読会ですかね、そういうのもちょっとやってほしいというのは結構ご希望ありますの

で。 

 

【委員】人に聞かせるんじゃなくて、自分で読んで。 

 

【指定管理者】自分で読む。 

 

【副部会長】あれは自分で学ぶんですね。 

 

【指定管理者】そうですか。 

 

【委員】朗読というのは、すごく精神的にいいんだそうです。人を向上させる作用があ

るそうです。指導者がいるサークルがいいです。 

 

【指定管理者】皆さん、集まっていただいて、こういったところでお一人お一人、朗読

されるって感じですか。 

 

【委員】そうですね。藤沢のほうでは朗読のサークルがあるんです。 

 

【副部会長】サークル、あるね。やっていますね。方言がなまっているから、私なんか、

絶対だめって言われて。 

 

【指定管理者】もしそういったサークルとかをご存じでしたら、またご紹介いただけれ

ば。 

 

【委員】方言、今、見直されているから、かえっていいですよ。 

 

【副部会長】濁っているって言いますよ。でも、新しいの、最初、そのときは人数が少

ないかもしれないけれども、朗読とか学習会といったら意外と来るかもしれませんね。 

 

【指定管理者】そうですね、朗読でしたら、もう本に密接に関係あるイベントとしては

非常にいいと思います。 

 

【部会長】聞くほうならいいですけれども、読むほうは苦手だな。 

 

【副部会長】ＮＨＫの人の、ラジオ深夜便、朗読のＣＤや何か、今、すごい売れている

って言っていましたよ、図書館での貸し出しがかなり今、多くて、耳からの情報。最後

は耳。自分で読むのはだんだん面倒くさくなるんですが、小さい字を、重くて何か嫌と

か、あるじゃないですか。 

 

【指定管理者】それは障害者の方へのサービスにもなりますし。 



10 

 

【委員】そうですね。 

 

【指定管理者】講座をやって朗読のできる、やってみたいという人たちが増えれば、そ

れこそ図書館のイベントの回数にも反映できそうですね。 

 

【副部会長】そうですね。朗読を実際に吹き込んでいるサークルって、部屋はあるけれ

どもやっていないのですか。 

 

【指定管理者】今、使ってはいないですね。 

 

【副部会長】もともと使わないまま終わっちゃっていますよね。 

 

【部会長】立派な部屋がありましたよ。 

 

【副部会長】立派な部屋があるのです。でも、その方は藤沢で吹き込んでいるって言っ

ていたから。 

 

【指定管理者】ぜひ検討させていただきます。 

 

(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 3）  

  ・指定管理者から資料 3及び午前中の公民館部会での提言修正意見に  

ついて説明  

 

【部会長】では、ただいまのご説明に対しましてのご意見、ご質問、お願いいたします。 

 おおむね 3 番目の期待することについてはいいんじゃないかという話が多いみたい

ですので、サラッと修正したほうがよい部分とか削除、あるいは追加、あと構成と先ほ

ど言われました寒川町に住んでいる自覚というのが、ほんとうにそういうことを追加し

ていいのかどうかとか、そういうことも含まれてご意見をお願いいたします。 

 

【副部会長】提言のところの 2 行目に、「まず第１に事業、サービスの面の向上を考え

るべきである」と書いて、第 2はあったのでしたっけ、これって「第 1に」って書いて、

これは一番基本、「第 1に」というのはどういうふうに捉えましたか。 

 

【部会長】これ、多分、日本語のあやですね。 

 

【副部会長】「第 1 に」と書いてあるのですが、こういう書き方をすると「第 2」もあ

るのでは。 

 

【委員】第 1を消せばいいんですか。まず事業。 

 

【事務局】「第 1 に」というのは、まずこれが一番大きな目的だろうということの「第

1 に」ということです。第 1、第 2、第 3 があるということではなくて、まずこれに取

り組むべきだろうということの「第 1に」ということです。 

 

【副部会長】なんですね。ちょっと読んだときに、第 2は？って。何か変わる言葉はあ

るかなと思って。「まず第 1 に」というと、普通、一番目、二番目とかって思うのかな

と。 

 

【部会長】そうしたら、これ、「第 1」って、ポチがついていないと第 2はないですね。 

 

【副部会長】そうですね。 
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【部会長】と私は思いますけれども。 

 先ほどちょっと言われた寒川町に住んでいる自覚が云々というのは、私は必要ないん

じゃないかなと思うんですけれども。そうすると、こういう歴史地区に居住を構える場

合には、テストがあって、ちょっと前の話じゃないですけれども、あなたは選ばれませ

んよみたいな感じで、なり得るかもしれないですね。寒川町の自覚って何なの、寒川町

の何とか憲章に載っているの。 

 

【副部会長】寒川町憲章ってありますよね。 

 

【部会長】それに載っているんですかって。例えば自覚を持って住めとか、あります？ 

 

【副部会長】ないです。寒川町憲章、何かありますね。あることはありますね。 

 

【部会長】あるけれども、載っていませんよね。 

 

【事務局】自覚というより、どちらかというと寒川に住んでいる誇りを持ってみたいな

感じになるんですかね。 

 

【部会長】誇りを持つならいいと思うんですけれども、自覚は、必要ないと思うんです

ね。と私は個人的には思うんですけれども。 

 

【事務局】午前中のご発言の中には、図書館・公民館というのは社会教育施設であると

いうことなので、市民を育てるところだろう、育てるというのは上からですけれども、

そういうところの教育施設であるべき、あってほしいというところで、地域を担える人

づくりとか、あるいは町はどうしたらいいんだろうということをみんなで考えるような

自立した市民を養成、育てていく機能を図書館・公民館は持っているだろうというよう

な話がありました。 

 町民に対してサービスをするというのが第一だろうというところはあるんですけれ

ども、午前の発言の中では、公民館・図書館にはそういう機能を期待したいということ、

そういう機能を持っているということを入れた方がいい。そういうのというのは、自立

した、しっかりした自らの考えを持って地域に貢献をしていく、地域をつくっていくん

だという意思を持った人をつくっていくんだ、つくるところであるというようなニュア

ンスのことを言っていました。独立自尊とかいう言葉も言っていました。 

 

【部会長】ということは、住んでいる人が自覚を持つんじゃなくて、図書館と公民館を

運営していく人が、寒川にいるんだという自覚を持って運営に当たれということです

か。 

 

【事務局】そうではないですね。そういう町民を増やしていきましょうという。学校が

子供にいろいろなことを教えて大人に育てていこうというところがあるのと同じよう

に、教育施設である図書館・公民館が町民に対して、自分の考えを持ち判断もしていく

というようなことをちゃんと啓発できるというか、教えていくというような施設であっ

てほしいというニュアンスだった。 

 

【部会長】それは難解ですね。 

 

【事務局】公共に頼るばかりでなく、ちゃんと自分が考えて、要するにケネディの話も

していましたけれども、国が何をしてくれるかということを考えるのではなくて、自分

が国に対して何ができるのかというのを考えられるような市民が必要だみたいなこと

でした。 

 

【部会長】壮大過ぎちゃってつかみどころのない雲みたいな話をしても、あまり意味が
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ないかなというような、言葉遊びに終始してもしようがないのでと私は思うんですけ

ど。どうですか。 

 

【委員】「しかしながら」のところ、中間から少し下のところで、「地域社会のコミュニ

ティーを形成する役割がある」で、全部それが含まれているかなというところはあるん

ですけれども、人を育てるというところではちょっとこの文字では足りないですかね。 

 

【副部会長】この大きなタイトルがあるじゃないですか。「指定管理者制度を活かした」

って書いてあると、そこにどうして町民のことが入るのか。 

 

【事務局】おそらく公民館・図書館のあり方という部分について、元来、こういう機能

を持ってしかるべきだろうというところにそういうことを盛り込みたいという意図だ

と思います。ですから、そういうのが実現できるように指定管理者さんにもお願いした

いという。 

 

【副部会長】指定管理者さんに町民の自覚を育ててもらうのですか。 

 

【部会長】そこまでやるんですかね。要らないですね。 

 

【副部会長】要求しなくていいですよね。このタイトルがなければ、公民館や何かはそ

ういうのを前から言っていますよね。いつも受け身じゃなくて、自分たちでやりましょ

うというのはあるんですけれども。 

 

【部会長】こういうことをやるのは、ほんとうにそういう人ばっかりだととても楽なん

ですけれども。 

 

【副部会長】やる気のある人がね。 

 

【部会長】元気がある人、いっぱい出てきますもんね。ないから苦労しているんですね。 

 

【副部会長】そうです。 

 

【委員】それ、必要なのは社会教育委員の力じゃないですか。 

 

【副部会長】提言に入れるのか。 

 

【委員】指定管理者さんじゃなくて、こちらの。 

 

【部会長】そうですよね。 

 

【副部会長】提言のところに入るって言ったのですか。 

 

【事務局】そうです。 

 

【委員】違いますね。 

 

【部会長】違いますよね。意味合いが違うような気もするんですけれども。あまりはっ

きり断定は私も、よくそれがわからないので言えないですけれども。 

 

【委員】そのためにこういうことをしてくださいというのは私たちの仕事かなと思うん

ですけれども。指定管理者の方がやるんじゃないですよね。 
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【副部会長】これ以上、望めないですよね。もう十分にやられているのに。例えば図書

館でこれ以上というのは。 

 

【指定管理者】指定管理者としては、自治体様の方針ですとか、そういったことの実現、

要は市民の教養の向上とかに寄与するために図書館を大事にするという大前提があっ

たとして、そこの実現のための手伝いをするために具体的にこういう提案をさせていた

だいて、図書館を運営していきますという立ち位置かなと思うんです。町民の皆様の教

育とかにまでは踏み込むということはあまり例としてもない。 

 

【部会長】そうしますと、この 3人の意見としては、黒丸の 2番目の提言の中には何か

文言をつけ加える必要はないだろうという意見でまとめてよろしいですか。 

 

【委員】私はいいです。 

 

【副部会長】はい。 

 

【部会長】黒丸の 3つ目の期待することは、ほぼこのとおりでよろしいですということ

でまとめていいですか。 

 決まりました。このままでお願いいたします。 

 

【事務局】提言は、全委員にかける内容なので、一度、文面として事務局で修正案を作

成させていただいて、それを見た上で最終判断をいただきたい。今の時点では訂正する

必要ないという図書館部会の話ですが、公民館部会の意見も合わせて最終的に全委員に

諮ってという話になっていますので、公民館部会の話を受けて修正案を作成させていた

だいて、それを見ていただいてまたあらためてご判断いただければというところでお願

いできればと思います。 

 

【部会長】そうすると、公民館部会では、5人中 5人が変えたほうがいいと言っている

ということですか。 

 

【事務局】今回、3 名の出席でしたが、3 名とも、そのような内容の文言を入れてほし

いという話がありました。 

 

【部会長】それでは、現状 3人 3人で意見が割れているということですね。 

 

【事務局】ですので、修正案を作成させていただいて、最終的にここは要らないよとい

う話であれば削除ですし、入れましょうという話であれば入れていくという形でお願い

できればと思います。 

 

【部会長】わかりました。 

 

6．その他  

・次回の部会の開催予定について   

2月 6日 (火 )  13:30～  総合図書館 3階会議室  

・再度参加案内をさせていただいた 11/13(月 )県社会教育委員連絡  

協議会清川村会場の参加者が決定した旨の報告  

11/13(月 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (清川村会場 ) 

                         平本議長・佐藤委員参加予定  

 

【部会長】8 月 25 日の県社会教育委員連絡協議会研修会の参加報告書が 2 人分送付さ

れてきたが、これは、1人 1枚出すのですか。 
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【事務局】基本的には代表者の方 1名で結構です。今回は、2名の方に提出いただいた

ので 2名分送付させていただきました。 

 

【副部会長】送ってもらった「さむかわの社会教育」を見たときに、54ページの表で、

広域利用者が、茅ヶ崎が多いなというのが改めて感じました。茅ヶ崎の登録者数が 1

万 278人ですごいですねって思いました。寒川、もうちょっと頑張らなきゃいけないの

かなと思いました。 

 

【事務局】そういうご意見もあろうかと思いますが、広域利用協定で藤沢市、茅ヶ崎市、

寒川町、2市 1 町で協定をつくっているんですけれども、1 つには、寒川総合図書館の

吸引力というか、磁力というか、そういうところに注目していただきたいと思っている

んです。 

 

【副部会長】この文教大学の 10 名というのが、これは寒川に住んでいる人ですか。大

学生 10名登録しているというのは、貴重な 10名だなと思って。 

 

【指定管理者】多分、違いますね。住民の方で、文教大学の方は住民として登録されて

いるので、多分、ほかの地区に住んでいるけれども、文教大学との協定で登録されてい

る方が 10名ということなので、町の方ではないと思います。 

 

【副部会長】ではないですか。ありがとうございます。 

 やはり年齢構成も見ているとなかなか難しいですね。私たちも、もっと年齢高くなっ

たら図書館に来られなくなっちゃうじゃないですか。こんな台風ばかりだと土日行けな

いと言っていましたよ。ちょっといいデータを見ました。 

 

【部会長】雑音も、新聞、テレビで言っていますが、単行本でなくて文庫本は貸すなと

かって話をどこかの出版会社がしていますけれども。ちょっとああいうのもどうかなな

んて思いますけれども。言っているほうは自分の論理で言っているので正しいんでしょ

うけれども、聞くほうの論理としては、ちょっと待ってちょうだいよ、文庫本、借りた

いよねというのが本来ですから、やはりそこはうまく。 

 

【副部会長】文庫やノベルは、子供たち、好きですよね。 

 

【部会長】そうそう。わざわざ文庫本のカバーを持ってやっていますからね。 

 

【副部会長】やっていますよね。読書離れと言おうか。 

 

【部会長】そう、活字離れというかね。 

 

【副部会長】活字離れ、どうなのでしょうね。 

 

7．閉会    

宇條副部会長  

配付資料 

資料 1 寒川総合図書館平成 29年度上期主要事業成果  

資料 2 寒川総合図書館平成 30年度事業実施計画  

資料 3 「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 
・石黒一正    ・三澤米子 

（平成 29年 12月 5日確定） 

 


