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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 4回図書館部会  

開催日時  平成 30年 2月 6日（火）午後 1時 30分～ 3時 00分  

開催場所 寒川総合図書館 3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 ) 宮﨑委員  花山委員  

欠席者：三澤委員  

事務局：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：嶋田総合図書館長  

傍聴者： 1人  

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  

    

3．議事録承認委員の指名について    宮﨑委員・花山委員  

 

4．報告事項  

(1)モニタリング評価について  

  ・事務局から平成 30年 1月 30日実施モニタリング評価概要について報告  

 

【副部会長】2回目ということで、やっとなれたかと思うが、今の報告以外に何かプラ

スアルファでありますか。よかったですか。 

 

【部会長】全般的によかったです。 

 

【副部会長】徐々に慣れましたか。 

 

【部会長】慣れましたね。9月のモニタリングと比較して、改善はされました。あと、

関係法令の周知がちょっと弱いかなという気がしますね。みんながみんな一律の同じよ

うな条件で関係法令をご存じかといえば、多少弱いかなということで、もう少し勉強会

か何かをしていただいて、法令の遵守という点では一考を要するかなという気はしまし

たね。あとは、全般的に一生懸命やられているし、このまま 4年いけば、もっともっと

さらによくなるだろうという気はします。 

 

【副部会長】よかったですね。ありがとうございます。 
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【部会長】そのほか何かございますか。 

 

【副部会長】あと一つだけ、ここにも井上有一さんのこういう作品が飾ってありますよ

ね。今回県で、美術品がすりかわってしまったという紛失がありましたよね。こういう

ものは、図書館の別な台帳があって管理しているのですか。 

 

【部会長】これは町のものですよね。 

 

【副部会長】町がここに貸し出しをしているのですか。管理はどこですか。 

 

【事務局】台帳がありまして、管理は町でございます。 

 

【副部会長】台帳があるのは、何課が管理しているのですか。 

 

【事務局】教育委員会の教育総務課です。 

 

【副部会長】教育委員会なんですか。県で、棟方志功の作品がすりかわっていたという

ことがありましたよね。どうしてあのような間違いがおこるのですか。町の図書館に作

品は何点ぐらいあるのかなとそのときに思ったのですが、そういうのは別に台帳とかな

いのですよね。図書館にはないんですよね。 

 

【部会長】そういうのを質問する項目がなかったので。 

 

【副部会長】すいません。図書館にはないんですよね。こういう作品については教育委

員会にあるということですね。 

 

【事務局】そうです。 

 

【副部会長】わかりました。ありがとうございます。 

 

【部会長】普通は年に 1回か 2回在庫調査をやりますよね。これは法令上しなければい

けないことになっているので。数年に一回は価値を見るんですよね。こういうのだとど

うなのかわからないけど、美術年鑑に載っているものは登録されているので、基本的に

固定資産なんですよね。年鑑に載ってないと、扱いはいろいろとややこしいんですが、

1点 10万円を超えれば固定資産、あるいは 20万なら固定資産、あとは経費だとか、そ

ういうのは多分やられていると思うんですが。 

 

【副部会長】図書館にあるから図書館で管理しているのかなと思ったもので。ありがと

うございます。 

 

【委員】ちなみに、井上有一先生の作品はこの会議室のものだけですか。 

 

【副部会長】もう一個ありましたよね。 

 

【事務局】1階から 2階に上がっていく階段のところに、レプリカですけれども、こち

らは本物でございます。それと、寄贈いただいたような作品もあるんですけれども、そ

れについては 4階の文書館のほうで保管をしております。 

 

【部会長】ちなみに、美術年鑑に載っているものはここにはあるんですか。これは載っ

ている。 

 

【事務局】多分載っています。そこまで確認したことはないんですけれども。 
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【部会長】載っていると結構値段が高いですよね。 

 

【副部会長】世界的に有名。 

 

【委員】井上有一はすごい全国ランクじゃないですか。とすると、これは企画部の所管

になるんですけれども、町を売っていくというスタンスに立ったときに、井上有一セン

ターじゃないけれども、今どきそんな新設は無理なんでしょうが、そういうまちおこし

なんかもあるのかなと勝手なことを思いました。 

 

【副部会長】誇る人ですよね。誇るべき人ですよね。 

 

【部会長】夜間は絶対施錠しておかないとまずいですよね。あるいは、監視カメラで常

時狙っているか。 

 

【副部会長】棟方志功の絵は、どうやってすりかわったんですかね。 

 

【部会長】あれは多分意図的に、悪意を持ってコピーとかえたんじゃないですか。 

 

【副部会長】黙って入ってやるんでしょう。 

 

【部会長】コピーに継ぎ目がないというんだから、本格的ですよ。 

 

【副部会長】プロしかできないような感じで。 

 

【部会長】と思いますけど。 

 

 

(2)図書館事業報告について(資料 1) 

  ・指定管理者から資料 1説明  

 

【部会長】大分活動が板についてきましたね。 

 

【指定管理者】そうですね。大分落ちついてきましたし、春はこれまで職員さんがやら

れたものをただ引き継ぐみたいな感じだったんですけれども、もうちょっと指定管理者

になって新しいものをやり始めたというところがございます。 

 

【部会長】働く方が変わると見るポイントが変わるので、よろしいですよね。 

 

【副部会長】新しくなって、たまたまうちの夫が図書館カードを紛失しました。それで、

再発行の手続に来たときに、それこそはるか指定管理者になる前に注文していた本とい

うのがあって、係の人がそれを検索してくれて、まだ取り寄せてないということで、何

年も前の本をとある図書館から見つけてくれて、届いたんですね。だから、本人は頼ん

でいたのを忘れていますよね。それっきりだと思ったのが、ちゃんと記録に残って、画

面を見た人がこの図書館にはなかったのでほかの図書館から取り寄せてくれて、ご連絡

があったので、すごいちゃんと仕事しているな、しっかり職員さんが働いているんだね

という話でうれしかったです。 

 

【指定管理者】ただ、私どもとしては、今までそれだけ時間がかかってしまったという

のは非常に落ち度というんですか、本来でしたらもっと早くご提供しなきゃいけなかっ

たところなんですが、いろいろ整理していまして、昔のもので漏れていたものが見つか

って、最近になって処理したというのも確かにございます。結構まとめて今までたまっ

ていたものをどんどんやっていったというところで、そういった状況が出てくるという
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のはあったと思います。 

 

【副部会長】あと、孫と来ると、制服を着ているので聞きに行きやすいみたいですね。

子供が、ああいうのを着ている方たちに聞くとわかるよと言って、今まではなかなかわ

かりづらかったのが、制服を着ていると聞きに行きやすいみたいです。4歳、5 歳の子

供の目線で、図書館でああいう服を着た人に聞いておいでと言うと、どの人っていうの

が。首につけている人だよと前は言っていたけれども、今は制服を着ているので、いろ

いろお尋ねしやすいらしいです。それは孫が言っていました。ありがとうございます。 

 

【指定管理者】ありがとうございます。 

 

【副部会長】お琴の演奏も聞きに来たんですけれども、ほんとうにたくさんの人数で、

去年より増えていましたよね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【副部会長】すごい上手だったし、ほんのひとときだけれども。もうちょっとホールっ

ぽくなったらいいのかなとか思いました。お琴を移動させるのは狭いですよね。琴がこ

んなに幅広いじゃないですか。あと、中学生が入れかわったり、メンバーチェンジする

ときとか。でも、あそこしかないですかね。 

 

【指定管理者】あとはここの 3階の会議室と学習室を定時後締め切ってやるかというと

ころですね。 

 

【副部会長】場所がどうかなと思いながら。人数が増えてきたので、前みたいに身内っ

ぽいときと違ったので、お客さんが増えれば増えるほどもうちょっと会場が、どっちが

いいのかななんて思いながら見ていました。 

 

【指定管理者】あと、演奏のときは、吹き抜けではなくてある程度区切られていないと、

音が逃げてしまうというところがありますので、実際は何か部屋を考えたほうがいいの

かもしれないですね。 

 

【副部会長】とても上手でしたね。先生たちもやっていただいて。ありがとうございま

す。 

 

【指定管理者】十何台そろってやるのはなかなか迫力があるといいますか、よかったで

すね。 

 

 

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 2説明  

 

【部会長】裏面のホームページの有効活用で、システム担当班を作るというのはいいで

すね。今はいないんですよね。 

 

【指定管理者】いや。システム担当班は今 3名割り当てていまして、1人はほぼ専任に

近いですね。ほかの 2人はほかの班と兼務みたいな形で、1人はシステム担当なのでホ

ームページだけじゃないんですけれども、図書館システム全般を見ているんですが。 

 

【部会長】明るい方がいらっしゃるんですね。 
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【指定管理者】はい。 

 

【部会長】いいですね。 

 

【指定管理者】その方にホームページの更新とか全てお願いしているという形になりま

す。 

 

【副部会長】ここで赤ちゃんのところがあるんですけれども、私はたまたまブックスタ

ートをやっているので、そのときに必ず図書館の紹介をしているが、暮れのときに新し

いパンフレットをもらっていったら、連携が取れていなくて、新しいのになっているの

に古いのが入っていた。新しいパンフレットを入れたら、きれいだねといって皆さんお

子さんに渡すと紹介ができて、パンフレットが新しくなってよかったと思います。 

 

【指定管理者】ありがとうございます。ぜひ新しい方を。 

 

【副部会長】今週金曜日にまたブックスタートがあるので、もしよかったら、ついでに

こんな感じでやっていると見に来られるといいかなとご案内です。 

 

【指定管理者】いつでしょうか。 

 

【副部会長】金曜日の 9 時 45 分ぐらいからやっているんですけれども、7 か月健診の

赤ちゃんに絵本を渡して、図書館の案内と、カードも作れますよという申し込み案内を

配っています。 

 

【指定管理者】そうですか。ありがとうございます。 

 

【副部会長】そこで絵本を 1冊渡しているんですけれども、寒川町は予算がない中で、

そろそろ足かけ 10 年ぐらいになるんですが、きっかけとして、図書館の紹介にはなっ

ているみたいで、熱心なお母さんは図書館を楽しみに行っていますとおっしゃって。た

だ、いつもそういうお母さんから出るのは駐車場の話でしたね。 

 

【指定管理者】場所はどちらでやられているのですか。 

 

【副部会長】健康管理センターの 1階の左側のところでやっています。 

 

【指定管理者】健康管理センターですか。 

 

【副部会長】駐車場の案内がさっき出ていたんですけれども、なかなか赤ちゃん専用は

難しいですかね。障害者マークは付いていますよね。 

 

【指定管理者】赤ちゃん専用駐車場ですか。 

 

【副部会長】赤ちゃん専用というか。 

 

【指定管理者】子連れ専用駐車場。 

 

【副部会長】どう言ったらいいんでしょうね。 

 

【指定管理者】満員が多いですよね。 

 

【副部会長】内部疾患の人とかいろいろいるので、車椅子の障害者マークはあるけど、

よく利用するお母さんは、駐車所が遠いと嫌なんですよねってちらっと出ますね。だか
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ら、ちょっと優先があったらいいなと個人的に思ったりするんですが、元気な中高年の

おじさん、おばさんは向こうになるべくとめてと私は言うんですけれども、車の人はあ

いていれば近いところにとめますよね。 

 

【指定管理者】そうですね。あと、裏の駐車場は砂利なので、ベビーカーとか非常に動

きにくいと思うんですね。 

 

【副部会長】そうですね。セッティングして、ベビーカーに乗せて来るのと、あと、絵

本を持って、荷物を持ってというとなかなか大変。利用のしやすさという点ですかね。

希望です。 

 

【部会長】今は専用じゃない。段差があるし。 

 

【指定管理者】裏の駐車場を舗装していただくような感じがあるといいですね。ベビー

カーでも通れるような。今ですと段差もあるので、そこを通れるような形にしていただ

くと、大分違うかなと思いますけれども、ただ、町のお金になってしまうので。 

 

【副部会長】そうですよね。ちょっとだけ優先があったらいいなっていう希望です。事

業ではないですけど、環境整備の面で。 

 

【部会長】なかなか難しいお話だよね。 

 

【指定管理者】図書館の利用者の方というのは、どれぐらい使われるかという図書館の

利用の仕方によって全然違うんですね。利用者様の意見で、図書館の利用を制限しろと

か、駐車場の時間の利用制限してくださいみたいな意見もあるんですけれども、片や本

を借りるだけの方もいらっしゃいますし、3階に来てずっと勉強されている方もいらっ

しゃいますので、一概に何分とか 30分とか 1時間とかなかなか決められないところが

あるので、図書館としてはこういった利用をしなさいということも言えないので、そこ

が難しいところではあるんですね。 

 

【委員】学習室は別としても、本を読みに来る来館者で、極端に言うと、例えば一日中

いるような人はいるんですか。 

 

【指定管理者】いらっしゃいますね。 

 

【委員】一日中。弁当持ちで？ 

 

【指定管理者】そうですね。ご飯はふれあいコーナーで食べられますので。 

 

【副部会長】冷暖房つきだし、トイレつきだし、いいんですよ。 

 

【指定管理者】受験生だったらいいんじゃないかなと思いますね。昼ご飯だけ外に食べ

に行って、また戻ってきてという方もいらっしゃいますし。 

 

【副部会長】行くところがあっていいですよ。社会教育的にはいいんですよ。事業計画

が 29年度、30年度となっているじゃないですか。29年度は一部実施とか、〇は実施す

るということですよね。 

 

【部会長】実施したということ。 

 

【副部会長】計画、企画だから、これからのことなのでは。 
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【部会長】今年はということでしょう。 

 

【指定管理者】30年度の〇は、30年度にやりますということです。 

 

【副部会長】やりますということですよね。 

 

【指定管理者】継続は、29 年度もやったり一部やっていたものを継続しますというこ

とです。 

 

【部会長】やった、やりますということ。 

 

【副部会長】〇はやった。 

 

【指定管理者】29 年度の〇は、やった、あるいは一部やっていますということ。すい

ません、わかりづらいんですけれども、30年度はこれからやりますという。 

 

【副部会長】〇と継続とはまた別なんですね。 

 

【指定管理者】継続は、29 年度もやったことを続けてプラスアルファでやりますとい

うことです。 

 

【部会長】30年度は新規実施ですよね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【部会長】〇がついているのは、未実施で新規実施でしょう。 

 

【指定管理者】はい。未実施に対して〇ということで、新規実施という意味です。 

 

【部会長】どんどん増えていくんですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【部会長】パンクしないように。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【部会長】頑張りすぎると倒れちゃうので。 

 

【副部会長】働き方改革もあるので、無理しないで。 

 

【委員】子供が図書館に足しげく通うようになって本を読むということは、とても大事

なことだと思うんですけれども、以前に、気の利いたおしゃれなしおりをくれる企画が

あったような気がしていて、あれはいいなと思って、子供はわりあい、お土産目当てと

いうのは邪道なんだけれども、ほんとうはよくないんだけれども、夏休みのわくわく読

書マラソン。あれは景品とかあるんですか。 

 

【指定管理者】しおりがございます。 

 

【委員】あれがしおりですか。 

 

【指定管理者】あと、今やっているのは、読書通帳。子供向けのものは、50 個貯める
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とバッジがもらえるみたいな形にしています。 

 

【委員】あれはいいですよね。 

 

【副部会長】大人も欲しいです。私個人的には。ほかの図書館では大人もありました。 

 

【指定管理者】そうですか。考えますね。 

今検討していますのは、おはなし会のスタンプというのは、今まで何でしたっけ、「す

きっぷ」に載っている判このもらえる星印のやつがありますよね。あれは基本的には 5

歳以上みたいな制限があるらしいんですね。ですから、ああいったおはなし会に来るお

子さんは 5 歳以下の方も多いので、来年度はこちらで独自のスタンプカードをつくっ

て、それがたまったら何かもらえるようにしようと考えています。 

 

【副部会長】そうですね。風船 1個でも、紙 1個でも。予防注射が痛くて嫌だけど、病

院でシールをくれるから行くとか、お医者さんでもこんな小さなシールなんだけど、孫

たちはうれしく持って帰ってきますね。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【部会長】それはいいですね。 

 

【副部会長】私、だ～なくんのシールがあったらいいなとすごく個人的には思っている

んですね。 

 

【指定管理者】だ～なくんのシールと、あと、クリアファイルをつくろうかと今思って

いまして、それは大人向けというんですかね、お母様とか大人向けにはクリアファイル

で、お子さん向けにはバッジとかに分けてやろうかと思っています。 

 

【副部会長】だ～なくんはせっかく賞をもらったから。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【副部会長】だ～なくんのシールでいいかなと私は思っていますけど。 

 

【指定管理者】お子さんにはシールがいいかもしれないですね。 

 

【副部会長】何かもらうのがうれしい。シール帳というのに貼っていますね。ご褒美は

いいことはいいですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【委員】読書会というのはどういうイメージで考えられているのか。例えば何でもいい

から読みましょうということなのか、あるいは話題性のあるものをピックアップするの

か、その辺のお考えがあったら。 

 

【指定管理者】私のイメージとしましては、例えばこういった部屋に皆さんに集まって

いただいて、その中で、今回はこの本を皆さんで読みましょうみたいに 1冊本を決めて

いただいて、次回までに読んできていただいて、皆さんに感想を言っていただきますみ

たいな形にしていければと思っているんですね。ただ、ビブリオバトルは逆で、個々の

自分はこれがいいんだという本を紹介してもらうようなものにしたいと。その 2つは違

うかなというところで、読書会は期間を切ってその 1冊、期間を切って別の 1冊みたい

な形でやっていければと思っています。 
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【副部会長】読書会は参加しますか？ 

 

【指定管理者】夏休みの課題図書じゃないですけれども、課題図書みたいなのがあると

きに、その中から選んでやっていただくという形でもいいのかもしれないです。 

 

【副部会長】ビブリオバトルは、今年はやらないんですか。 

 

【指定管理者】準備が間に合わないので、今年はできないです。ただ、体験学習とかで

図書館に来た中学生は、本好きというせいもあるんでしょうけれども、ビブリオバトル

をやってみたいというお子さんも多かったので、一度はやってみたいなと思っておりま

す。 

 もう一枚お配りした黄色い紙がアンケートの結果というので、暫定版にしてあるんで

すが、数値だけの集計となっております。218名の方にご回答いただきました。内容は

見ていただければという形なんですが、回答者の方が 60 代以上の方が半分という形に

なっています。あとは、女性の方の割合が結構高いなというのがあります。じっくり書

いていただけるのは女性で、なおかつ 60代以上の方が主流なのかなということですね。 

 実際の図書館の利用者を見ていますと、ほんとうはもっと若い方がいらっしゃるんで

すけれども、なかなかアンケートに協力していただけないというのが実情で、回答の内

容につきましても、こういう言い方はいけないんですけれども、それなりに偏りがある

かもしれないなと考えております。結構年齢層が高いので、例えばインターネットとか

Ｗｉ－Ｆｉを使わないという回答が多いですし、図書館の利用の目的というと、資料の

貸し出し、返却とか、中で読むという人がほとんどという形になってしまいます。 

 図書館の充実度については、いろいろ回答をいただいたんですけれども、あまり極端

に悪い評価はいただいていないという形で安心しておりますが、比較的やや不満の数が

多いものは、雑誌とか新聞、本とか新刊書の充実度、ＣＤとかＤＶＤの充実度というこ

とで、蔵書に関してもうちょっと何とかしてくれというんですか、不満という回答が多

いというのがよくわかりました。 

 あとは、どんなサービスを利用したかというのにつきましては、ほぼ満足していただ

いているような感じになっていて、特に不満の大きなサービスについてはありません。 

 あと、最後の総合評価で、指定管理者になってからいかがでしょうかという私どもが

一番心配していた項目ではあるんですけれども、変わらないという回答が一番多かった

です。低下したとか、やや低下したという回答は 2名の方しかいらっしゃらなかったの

で、こちらとしては安心できたなと。いろいろなコメントをいただいていますので、そ

れにつきましては別途まとめてご報告させていただければと思っております。 

 

【副部会長】評価が厳しいですね。 

 

【指定管理者】結構皆さん厳しいコメントが。 

 

【副部会長】意外と厳しいんですね。 

 

【委員】お客様のプロフィールに年代とあるじゃないですか。それで、8 番は 70 代以

上で一くくりになっているんですけれども、最近、うちの近所でもそうなんですが、8

0 代、90 代がすごく元気なんですよね。個人差はおありですけれども、ぜひ 80代以上

という項目を作ってもらえないですかね。 

 

【指定管理者】そうですね。このアンケートの設問は改善したいところはいっぱいあり

まして。 

 

【委員】実際来られているのかどうかも興味があるというか。すごくしっかりされてい

ますよ。 
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【副部会長】来ていますね。 

 

【指定管理者】結構いらっしゃると思います。 

 

【副部会長】います。私の知り合いは 80過ぎていますね。 

 

【委員】80過ぎて、本を読んで勉強しようというのはすばらしいと思うんだけど。 

 

【指定管理者】そうですね。本の予約の連絡ですとか督促の連絡でお電話することがあ

るんですけれども、プロフィールを見ながらというか、電話番号を調べながら電話する

のですが、80歳を超えられている方は結構いらっしゃいますね。 

 

【副部会長】私は、逆に 10歳以下の人のアンケートが 10枚とあるんだけれども。 

 

【指定管理者】これは保護者の方が。代筆というんですか、回答は子供から聞いて、お

母さんが書いて入れているみたいな感じですね。 

 

【副部会長】ですよね。どうですか。10歳以下は必要ですか。 

 

【指定管理者】最初は外していたんですけれども、親がかわりに書くというのがあるだ

ろうということで、わざわざというんですか、つけ加えたんです。 

 

【副部会長】ですけれども、内容を聞いて、また別なやり方で子供用のがあったらいい

なと思ったりもして、10歳以下がお母さんに聞いてこれ全部に答えるんですか。 

アンケートの正確性から言ったら、10 歳以下は要らないかなと私は思ったりしていま

す。別に子供用のアンケート用紙で簡単なのがあったらいいかなと思ったりもします。 

 

【指定管理者】わかりました。 

 

【部会長】これは年代別にわざわざ集計し直しているんですか。これは全部トータルで

まとまっていますけど、全部データを年代別にもう一回再集計しているんですか。 

 

【指定管理者】一応全部エクセルに入れていますので、どの設問で何歳以上というのは

全部わかるような形にはしてあります。回答者の番号を振って、それぞれの回答を全部

並べていますので、この回答をした人はこの年代層が多いとか、そういった相関関係も

多分出ると思います。そこまではまだやってないんですけれども。 

 

【部会長】一般論ですけど、アンケートで一生懸命データを集めることは集めるんです

が、後の活用が。集めるのに夢中になって、発表しておしまいというのが一般的なんで

すけれども、改善点があって、このアンケートの改善点をこう反映させましたというフ

ィードバックがないと、ただ単にアンケートしただけでおしまいみたいなってしまう。 

 

【指定管理者】そうですね。これは選択肢の回答の部分だけなのですが、コメントでか

なりの回答がございますので、今回はお出ししてないんですが、いろいろ参考にさせて

いただければと思っています。 

 

【部会長】せっかく一生懸命これだけ集計をしていただいたので、ぜひ何らかの形で改

善なり反映なりしていただけるとうれしいですよね。 

 

【副部会長】そうですね。あと、来館手段で、例えば歩いて、自転車で、バスで、電車

で、その他というのは。 
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【指定管理者】これは私どものミスで、車を入れなければいけなかったんです。 

 

【副部会長】乗用車ということですよね。 

 

【指定管理者】そうです。その他は車という意味です。 

 

【部会長】自家用車が半分以上いるということですね。 

 

【副部会長】この中で、78といったら、自家用車が多いということですよね。 

 

【指定管理者】車の利用は高いと思いますね。 

 

【副部会長】あとは、個人的には地区が知りたいなというのがあります。 

 

【指定管理者】地区といいますと、住まい。町内のということですか。 

 

【副部会長】町内の一之宮とかこの近辺の人は来られるけれども、遠くの人は来ている

んですかね。倉見とか向こうの人たちというのはどうなのか。 

 

【部会長】多分そういう設問はパスする人が多いですね。細かくやると特定できてしま

うので。 

 

【副部会長】そうですね。車がある人は来られるけれども、バスに乗ってまで総合図書

館には行かないわよというのは。 

 

【部会長】バスは 4人います。電車 1というのは相模線でしょうね。 

 

【委員】だけど、設問の数が多いから、これだけたくさんの人がよく頑張って書いてく

れていますよね。 

 

【部会長】すごいですよね。これだけあったら、30分かかるよ。 

 

【指定管理者】もうちょっと減らしたほうがいいかなというところはありますね。 

 

【委員】データはとれるからいいんでしょうけど。 

 

【部会長】これは考えながらしか書けないから時間かかりますよね。 

 

【委員】あと、住まいはどちらですかで、町内、町外が大体 3対 1ぐらいじゃないです

か。これは直営の時とほぼ同じぐらいですか。 

 

【事務局】大体そうです。 

 

【委員】一貫してこんな程度ですか。 

 

【事務局】はい。直営の時は、利用者の 3割が茅ヶ崎、藤沢ですかね。これはサンプル

が 200のうちの町外が 53ですから、大体同じぐらいですかね。 

 

【指定管理者】4分の 1ですかね。 

 

【部会長】茅ヶ崎といっても、香川あたりですよね。 
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【事務局】おかげさまでここの図書館は茅ヶ崎の利用者は非常に多くて、香川とかに限

らず、どちらかというと、茅ヶ崎は東海道線と国道 1号線の北と南で分かれる感じがあ

りますから、茅ヶ崎の図書館は南にありますから、北にお住まいの方はわりとこちらの

ほうに来やすいみたいですね。 

 

【指定管理者】茅ヶ崎から車とかで来られる方が多いみたいですね。 

 

【副部会長】私の孫が香川なんですけれども、こういう行事に出たいなと思うと、茅ヶ

崎市民だから出られませんよと子供のいろいろな行事を断るんですが。 

 

【指定管理者】図書館の行事はそんなに制限を入れてないですけど。 

 

【部会長】ちなみに、湘南台にある図書館は、在住在勤でないとカードをつくれないで

すよね。本は読めるけれども借りられないんですよ。 

 

【事務局】今、藤沢、茅ヶ崎、寒川の広域利用協定というのを結んでいて、寒川の在住

者は藤沢で利用券はつくれますね。 

 

【部会長】つくれるんですか。 

 

【指定管理者】その逆もできるという形になります。それ以外に、厚木とか海老名とか、

そういった方で使いたいという方もたまにあります。 

 

【部会長】茅ヶ崎は結構制限をやっていますよね。美術館なんかは、寒川町民はだめで

すよね。 

 

【副部会長】だめですよね。100円割引してくれませんね。 

 

【部会長】茅ヶ崎は厳しいんですよね。 

 

【副部会長】このアンケートはまたもう一回出るということですか。 

 

【指定管理者】そうですね。コメントとかを集計したものをつけましてご報告します。 

 

 

(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】追加資料で出していただいたものはすっきりしていいと思います。ただ、最

初の「しかしながら」というのは、前段に対してあまりよくないからこうしたほうがい

いのではないかという意味合いにとれるので、前も認めながら、次にこんなこともとい

うことで、「そして」としたほうがいいかなという気が僕はするんです。 

 それと、2行目の真ん中に「地域住民の自立」と書いてあるんですけれども、自立と

いうと非常にネガティブなイメージが出やすいかな、ＳＮＳで言うと炎上しやすいかな

みたいなので、「向上心」のほうがいいかな。意味は全く同じなんですけれども、書き

方の問題で、「向上心」のほうがいいかなみたいな気はしました。 

 あと、3行目の左側のほうに「当事者意識」とあるんですけれども、当事者も同じな

んですが、学習意欲のほうがいいかなと思うんですね。 

 それと、最後に今事務局からあった「目指していくべきである」と言うと、すごくき

つい言い方になると私は思うので、「目指し、発信すべきである」、「目指して」と「て」

が入ってもいいと思うんですけれども、「目指して発信すべきである」のほうがいいか
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なとは思ったんですが、別に固執はしませんので、いろいろなご意見をぜひ出していた

だきたいと思います。どうでしょうか。 

 

【委員】「当事者意識」という用語を意図的に使っていますか。 

 

【事務局】使っています。 

 

【委員】使っているのならいいが、これは深い意味がある。だから、責任を持ってとい

う感じではない。だったら置いておいたほうがいいと思います。 

 

【部会長】深い意味というのは何ですか。国語的な。 

 

【委員】国語的というか、ソーシャルスキル論というか、社会資本みたいな考え方なん

ですよね。そういうつながり方の密度みたいなことにもかかわってくる概念なんだけ

ど、まあ置いておいても僕はいいと思います。 

 

【部会長】私も、すごくきつい言い回しだったので、「学習意欲」のほうがいいかなと

思っただけなんですけど。 

 

【委員】ただ、原案作成者に意図があるのであれば、社会教育としては大事な言葉だと

思います。 

 

【部会長】じゃあ、それは大事ですね。 

 

【副部会長】提言は教育長さんに出すんですよね。 

 

【事務局】はい。 

 

【副部会長】そういう専門用語を使ったきちっとした言葉がいいのか、それとも先ほど

言うように、易しい言葉で言うのがいいのか、そこら辺は自分の中でまとまりがつきま

せん。下の「今後の公民館・図書館に期待すること」は、すごく易しい言葉で表現され

ているんですけれども、やはり提言はそういう言葉でないといけないんでしょうかとい

うだけです。 

 

【部会長】それは大事ですね。 

 

【副部会長】教育長さんが理解してもらえる人だからいいでしょうけれども、見たとき

にわかりやすいんですが。 

 

【部会長】意外と難しいですね。 

 

【委員】でも、追加資料のほうがぐっと易しいから。 

 

【副部会長】易しいですよね。追加資料の表現のほうが易しい言葉でいいのかなと私は

思います。受け取り手というか、私たちとの温度差があるようなところで言うよりも、

そこまで強く言えないなというところはあるので、部会長さんの言うように、易しい言

葉にしていいかなと私は思います。 

 

【委員】今部会長が言われた方向でいいんじゃないでしょうかね。 

 

【副部会長】さっきの「しかしながら」というところから文節が続くときに、「そして」

でも文章的にはどうなんだろうね。 
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【部会長】受けて補足してという。 

 

【副部会長】それでしたら、最初から直に提言と出したほうがいいかなと思ったりもす

るんですけど、事務局にお任せします。 

 

【部会長】非常に難しいのでね。 

 

【事務局】「さらに」とかはどうですか。 

 

【部会長】「さらに」はいいですね。 

 

【副部会長】「さらに」のほうがいいかもしれませんね。つけ加える感じがする。 

 

【部会長】いいですね。 

 

【委員】あまり一字一句こうやっていると切りがないですから、ある程度自由に。 

 

【副部会長】切りがないからね。 

 

【部会長】確かに切りがないです。 

 

【委員】あとは事務局でまとめていただければ。 

 

【副部会長】でも、指定管理者制度が社会教育の中で公民館もよかったし、みんなよか

ったという表現のほうが、ほんとうにやってよかったと言っているから、それを素直に

表現していいのかなと思っています。 

 

【委員】基本いい文章だよね。だから、あとは町民の人にも分かるように。 

 

【副部会長】見たときに理解できるというのが必要かなと思っているので。あとは、網

かけの下から 4行目の「地域住民との関わりを大切にし」とか、私なんかはそういう言

葉は「て」とか入れたくなっちゃうんですけれども、そんな語尾はどうでもいいとする

けれども、さっきの「期待する」というところが、「すべきである」というときついで

すよね。 

 

【部会長】「いくべきである」というのはね。「いくべきである」ということは、いかな

くちゃいけないということですよね。 

 

【副部会長】そう。「サービス面の向上を考えるべきである」とか、全部「べきである」

としてあるから、語尾としてはそうなるのかなと思いながらいます。 

 

【部会長】最後は締めなくちゃいけないから、多少はね。 

 

【副部会長】そんなに大もとは変わってないから、全体の中で読みやすいなという文章

で、追加資料のこの文章を入れて、どうですか。 

 

【部会長】いいと思いますよ。 

 

【事務局】よろしければ、追加資料のものをベースに少し修正させていただいて、資料

の事前配付ができるかと思いますので、事前配付させていただき、2 月 21 日にもう一

度皆さんにお諮りするという形でよろしいでしょうか。 
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【副部会長】「協働による地域づくり」じゃなくて「まちづくり」。「地域づくり」でし

たっけ。追加資料の 4行目のところの「協働による地域づくり」は、そういうテーマは

どこかにありましたっけ。 

 

【部会長】協働というのは、住民と町が一緒に働く。 

 

【副部会長】鍵括弧になっているから、そこは大事にしたい文章なのかな。 

 

【委員】寒川の自治基本条例なんかでも「まちづくり」と言わない？ 

 

【副部会長】「協働によるまちづくり」という垂れ幕が印象にある。 

 

【委員】そういうフレーズがよく聞く。 

 

【副部会長】地域づくりというとそれとは違うのか。 

 

【事務局】ただ、公民館なので、町、大きな全体というよりは、そもそも公民館を主体

とした地域からというところが含まれているのかなと。他の箇所でも「地域づくり」と

いう言葉を使っているんですけれども、地域の公民館としてというところがあるので、

まずは公民館の周りからという意図かなとは思います。 

 

【委員】多分おっしゃっているのは平仮名の「まち」だと思うんだよ。 

 

【事務局】そうですね。まちづくりであればそうだと思います。 

 

【委員】よくあるのは、「地域」と書いてルビを「まち」と振る。そういうイメージね。

これは、切りがない。ただ、事務局もよく知っているから大丈夫だと思うけど、総合計

画とかは調べたほうがいいかも。 

 

【事務局】わかりました。 

 

【部会長】では、そのようにお願いをしたいと思います。 

 

 

6．その他  

・次回の全体会の開催予定について   

2月 21日 (水 )  13:30～  町民センター 1階会議室  

 

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年度下期主要事業成果  

資料 2 寒川総合図書館平成 30年度事業企画  

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 
・宮﨑幸夫    ・花山尚人 

（平成 30年 3月 12 日確定） 

 


