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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 30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 30年 5月 15日（火）午後 1時 30分～午後 2時 40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：青木委員 (部会長 ) 江藤委員 (副部会長 ) 花山委員  原委員  

  仲田委員  

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 

報告事項 (1)平成29年度図書館事業報告について 

     (2)平成30年度図書館事業計画について 

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)今年度の審議テーマについて 

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．委嘱状交付  

 

3．あいさつ  

   長岡教育総務課長  

    

4．自己紹介（資料 1）  

 

5．部会長・副部会長の選出  

  部会委員の互選により  

  部会長：青木委員  副部会長：江藤委員に決定。  

  青木部会長・江藤副部会長あいさつ  

 

6．議事録承認委員の指名について  

  事務局より各回名簿順に 2名ずつお願いすることを提案。  

  一同了承。今回は、花山委員、江藤副部会長に依頼。  

 

7．報告事項 

(1)平成 29年度図書館事業報告について（資料 2） 

  ・指定管理者から資料 2説明 

 

【委員】いろいろ説明いただいて、イベントですとか企画、いわゆるソフト系というも

のが目立ったので、固定費をかけずに非常に頑張っているなというのは感じました。た

だ、業務範囲内ではやっている、大変ご苦労をされていると思うのですけれども、その、
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やった結果。ソフトウエアのほうをやった結果として、どのくらい本来の図書館の利用

に結びついたかというのがちょっとわからないのですけれども。その辺の資料というの

は、ございますか。 

 

【指定管理者】来館者数・貸出数のデータ、統計というのはとっておりますので、それ

はございます。 

 ただ、前年比という意味では、29 年度は来館者数も貸出数も減っております。いろ

いろな原因とかは考えられるのですけれども、相対的に、やはり特殊人口が減っている

というのが主な原因だと、こちらも考えておりまして。 

 やはり、図書館の魅力というのですか、まず、本を読まれる方は、魅力ある本がある

かどうかというところがあると思いますので、それを充実させていく。あるいは、本を

読まれない方につきましては、例えば学習室であれ、いろいろな展示とかイベントなり

に参加していただく。そういった工夫を、去年、やってはいたのですけれど、ちょっと

あまり数字としては実を結ばなかったので、今年度も努力していきたいと考えておりま

す。 

 

【委員】結果としての二極化ということですね。いかに図書館を利用してもらうかとい

う集客と、本をいかに読んでもらうか、そういう二極でやっているということですね。 

 

【指定管理者】そうです。やはり、図書館としての居場所のあり方というのは、町民の

皆さん、それぞれの方によって違うと思うんです。なるべく多様な使い方ができるよう

に、なおかつ、その環境を整えていくというのが、これからの課題だと思っております。 

 

【委員】わかりました。 

 

【部会長】さむかわジュニア司書活動ですけど、これいいなと思ったのですが、これの

対象者は中学生ですか、小中学生ですか。 

 

【指定管理者】小学生です。 

 

【部会長】募集が 10名ですか。 

 

【指定管理者】10名で、その 10名の方というのは、去年からやられている方なんです。

今年もジュニア司書をやる予定になっておりまして、この 10 名プラス、新規の募集で

す。皆さん中学生になられると、なかなか来られなくなってしまいますので。大体 10

名前後ということで、新規の方の応募もしたいと考えています。 

 

【部会長】では、それぐらい募集するぐらいの応募があるということですね。 

 

【指定管理者】その辺は募集をしてみないとわからないのですが、ただ、皆さん、最近

は部活ですとか、いろいろな習い事とかで忙しくて、なかなか来ていただくのが大変な

のですけれども、なるべく 10 名ぐらい集まっていただいて、図書館の仕事をいろいろ

覚えていただければと思っております。 

 

【部会長】ありがとうございます。ほかにご質問、ご意見はございますか。 

 

【委員】今の、ジュニア司書の取り組みなのですけれど、前館長の時代から、これは大

変注目していまして。 

 中学生は確かに部活があるのですけれど、司書という職業の持つ職業的意義を勉強で

きるとてもいい、寒川町としては画期的な企画だと思うんです。ですから、ぜひ、中学

生の獲得もあきらめないでもらって、もし学校の支援が必要であれば、学校だよりにど

んどん載せるとか、そういうことは可能ですので。ぜひ、1人でも 2人でも経験してほ
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しい。 

 司書はとても魅力的な職業だと思うんです。ですから、ある意味でキャリア教育とい

う、もう、ここ何年か言われていますね。進路指導という言葉はあまり使いません。キ

ャリアエデュケーションということで、自分が生きていく意義や自己実現と絡ませなが

ら、自己の適性を生かした職業選択というのですか、広い教育概念になっていますので、

こういう機会をできるだけいろいろな場に設けて、参加を促していきたいというふうに

学校としては思っておりますので。ぜひ、こういう子どもを大事にしたいなと思います

ので、1人でも 2人でもと思っております。 

 

【委員】10名とは限らずに、何名でも。今、10 名の方しか参加がないのですよね。と

ってもいいよと今おっしゃっていたので、もっとパイを大きくしたほうがいいのではな

いかというのは、感じました。 

 多分、職員の方とか、いろいろ大変だと思いますが。 

 

【指定管理者】そうですね。やはりスタッフがつきっきりというのですか、ずっとつい

てやらなくてはいけないという点もありますし。あと、中学・高校の皆さんは、体験学

習ということで、その一環で来られる方もいらっしゃるんです。ということで、中学生、

高校生につきましては、そういった体験学習でいろいろ体験していただくという形にな

っています。もちろん、それで体験していただいて、もっとやりたいという方はこうい

ったジュニア司書なり、そういったところへもうちょっと参加していただくというの

は、こちらとしては歓迎したいと思います。 

 

【委員】入り口は広くて、ここはもう、専門分野に近いところまでということですね。 

 

【指定管理者】そうです。もうちょっと深く取り組んでいただくような形です。 

 

【委員】わかりました。 

 

【委員】よくあるのが、では 100名を目標にして 5しか来ないと、その成果を点検・評

価するとＤになってしまうからって、あるわけでしょう。でも、そんなのはくだらない

ことだと思うんです。だって、評価というのは何も量だけではなくて、さっきの来館者

数もそうですけれど、非常にコアな来館者がいるとしますよね。すごく充実していて、

この寒川の図書館大好きで、という質的な充実度も持たれている方というのは、どう把

握されているのかというのは、そういう評価の切り口というのもあるし。 

 今のだって、例えばたった 1人の中学生が、この夏で、大げさですけれど、人生の中

で大きな司書体験というのをしたのだとすれば、それはふらっと寄った 100人よりもよ

っぽど重いと思うんです。だから、ふだん教師にも言っていますけれど、評価というの

を単調に捉えてはいけないと。いろいろな捉え方をしなければだめだぞという話をして

いますが、ぜひ、1人の充実があるのだったら成功というぐらいの考え方をとっていた

だけたらなと。これは、とてもいい企画だと思います。 

 

 

(2)平成 30年度図書館事業計画について（資料 3） 

  ・指定管理者から資料 3説明 

 

【委員】先ほどもちょっとお話を聞きましたけれども、図書館利用、それからイベント

による集客、2本の柱を今掲げていらっしゃるということですけれども、それを両方一

遍にやってしまおうという。いわゆるテーマ展示ですとか、そういう特殊展示ですか、

そのときに興味あるものに対する講演会を行って、それと同時に、引きつけたうえで、

図書館の図書を利用させるとか。そういうようなことをやられてもいいのではないかと

思うんです。 
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【指定管理者】そうですね。今まで図書館で講演会というのはあまりやってこなかった

ものですので、図書館のこの会議室でも、そちらの学習室でもいいですが、ちょっと講

演会みたいなものをやって、その関連図書を並べるというのをやってみたいと思ってい

ます。 

 

【委員】せっかくイベントで集客しても、その場で終わってしまうと、その方たちは図

書館にまた来なくなってしまう。 

 

【指定管理者】そうですね。町のイベントですが、町で田口ランディさんの講演会があ

って、その関連図書をこっちで並べるとか、そういったことはやってきたんですけれど

も。やはり、図書館での講演というのが今まで少なかったものですので、ここには書い

ていないのですが、やりたいと考えています。今年の図書館の開館記念日、11 月 3 日

になるのですけれども、3 日に講演会をやって、4 日に何か図書館まつりみたいなのが

できればいいかな、みたいなことを、今、企画で考えておるところでございます。 

 

【委員】あまり費用がかかるような人を呼ぶのではなくて、講師を町で登録されていま

すよね。ああいう方を呼ばれても別に問題はないと思うんですね。 

 

【指定管理者】こちらの会社のＴＲＣの中でも、いろいろな講師の候補になる人もいら

っしゃいますので。そこら辺で、あまり高くない方を選んで。 

 

【部会長】学校への支援についてですけれども、私は寒中学区なのですが、丘中も、朝

読書を最近やられている。中学生は今、学校の授業が始まる前に、朝読書といって、必

ず毎日読書をする時間があるんです。 

 それで、いつも常に読む本を持っているんですけれど、親の立場として、図書館でお

借りした本を学校に持って行かせることに、今まですごく抵抗があったんです。汚した

り、なくしたりしたらどうしようというのがあって。それで、必ずどこかで買った本を

持たせるようにしていたんです。なので、こういうふうに支援していただけたら、ほん

とうにありがたいなと思いました。 

 

【指定管理者】はい。まず 1点、図書館の本を持って行っていただいて、全然構わない

です。 

 

【部会長】なくしたらどうしようというのがあったんです。 

 

【指定管理者】なくしても、汚しても、その場合、最悪の場合、弁償となってしまいま

すけれども、そういった使い方をされるのは全然構わないと思っていますので、ぜひ、

図書館の本を使っていただければと思います。 

もちろん、本を買うというのは、非常に大切なことだとは思うのですけれども。まあ、

寒川は、本屋さんがございませんので、ぜひ、図書館を使っていただければと思います。 

 

【部会長】はい。ありがとうございました。ほかに、ご意見、ご質問はございますか。 

 

【委員】今の部分ですけれど、例えば学校の立場としてとてもありがたいことで。これ、

新規ですよね。 

 

【指定管理者】新規です。 

 

【委員】多分、丘中だけではないと思うのですけれど、朝読書もやってもう 10 年ぐら

いになりますから、読書は定着しています。昼休みも、図書室に男の子でもかなり来て

います。 

 ですから、いいことなので。あとは、これだけ立派な図書館が、さきほど委員がおっ
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しゃったように、ちょっと蔵書が古くなってしまっている要素はあるにしても、まだ貯

金はあると思うので、ぜひご援助いただけるとうれしいと思っております。 

 

【指定管理者】最近聞いた話で、図書館とか利用が落ちていると、ほかの図書館の話が

あったのですけれども、そこら辺でどうすればいいかという相談があって。そのときに

言われた回答なのですけれども、利用者を待っていたらだめなんだと。利用されるとこ

ろに本を持って行かれないと、これからはだめなんだというふうな話があって。 

 ただ、寒川のＢＭ（移動図書館）というのですか、図書館専用の車があるわけではな

いのですけれども、南北分室への運搬用の車は持っていますので、本を積んで、学校に

届けるということはできますので。そこら辺で、ちょっとこちらから使われるところに

本を持って行って、使ってもらうというのは、今後、ぜひ検討しなければいけないなと

思っております。 

 

 

8．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 (資料 4・ 5) 

  ・事務局から資料 4・ 5によりモニタリング評価の概要説明  

 

【委員】モニタリングは、実際のときには、我々1名プラス、どなたが立会人をされる

のですか。 

 

【事務局】基本的には、説明者として指定管理者側の方。 

 

【委員】それは、受ける側だよね。 

 

【事務局】はい。職員については、課長以下、こちらの職員も何名かで対応させていた

だく形になります。 

 

【委員】わかりました。 

 

【部会長】ほかにございませんか。 

 ほかに質問がないようでしたら、外部モニターの選出に入りたいと思います。1人選

出ですか。 

 

【事務局】1 人で年 2 回ございますので、2 回のモニタリングを受け持ってもらうとい

う形になります。年度単位で考えております。 

 

 ※委員の互選により仲田委員に決定 

 

 

(2)今年度の審議テーマについて（資料 6）  

  ・事務局から資料 6説明  

 

【委員】まず、テーマの背景についてなんですけれども、神奈川県のホームページに、

子ども読書活動推進に係る取組状況調査の結果というのがあります。2017年 9月 20日

付のものです。この中には、策定について第一次から第三次まであるのですが、寒川町

では第一次しかやっていない。二次、三次は、スルーしているのですね。それで、その

間に関して、調査結果というのはやはり寒川町のホームページに出ています。寒川町子

ども読書活動推進計画。これは、更新が平成 25年。2013年なのですけれども、活動期

間が 2007年から 2011年なんです。 

 それで、その内容に関してちょっとお話を聞きたいのは、現状、こういう活動をされ

ているのか、まず 1点お聞きしたい。継続されているのでしょうか。 
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【事務局】子ども読書の推進に関する活動というのは、当然のように、活動は継続して

いるというふうに考えております。 

 

【委員】何で聞いたかというと、2011 年でぷつっと切れているわけですよ。というこ

とは、寒川町はもうそれ以降やっていないのではないか。そういう認識でよろしいので

しょうか。それとも、やっているのであれば、それをアピールする必要があるのではな

いでしょうか。 

 

【事務局】町としてというか、教育委員会として、その事業については継続をしている

というふうに、考えていただいていいと思います。 

 

【委員】はい。それで、その計画の目標となりますのは、ちょっとわからないので。 

 では、この寒川町子ども読書活動推進計画の 2007年から 2011年に行った活動の結果

はどうだったかというのをお聞かせいただければと思います。第四次のところに、いか

にそれを盛り込めるかということを踏まえての質問です。これからは何も結果は出てい

ないですよ。 

 

【事務局】その結果がどうだったのかというのは、申し訳ないのですが、ちょっと今は

お答えするものを持っておりませんので、的確にお答えはできないのですけれども。 

 

【委員】それはそれでよろしいです。 

 ただ、これからこの、本が大好きな寒川の子どもたちを育てるためにというものを、

どういうふうに目標設定して、それに対して分析して、我々は一括してこういうことが

できましたと言えるのに、その材料が欲しいです。 

 今まで何をやっていて、これはだめでした。これに関してはすごく効果がありました。

改善結果が出ましたよ。でも、これはやったけれども、何の意味もなかったと。そうい

う選択をしていないのに、さあやってと言われるのはおかしいと。それを言っています。 

 

【事務局】もし、よろしければ、今日は事前にこういったものを、会が始まる前にレジ

ュメとしていただいたのですけれども、こういった内容についてはこちらのほうで調べ

てみますので、次回にでも報告をさせていただくということで、よろしいですか。 

 

【委員】次回でよろしいですか。次回はいつですか。 

 

【部会長】次回は、10月 30日です。 

 

【委員】そこまで待てますか。 

 

【事務局】いろいろ、皆様からのご意見をいただきながら、寒川の図書館の取り組みな

どの……。 

 

【委員】違います。私がお聞きしたのは、この寒川町子ども読書活動推進計画の結果は

どうでしたかというのを聞いているのです。その結果を教えてくださいという質問をし

ました。それ以外のことはありません。それをもとにして、取捨選択をして、これは改

善しなくてはいけないというのがあれば、それを真っ先にやるべきではないかというこ

とを、私は考えました。それは、ちょっと持ち帰っていただきたい。 

 

【事務局】はい。 

 

【委員】お願いします。 

 

【事務局】はい。 
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【委員】それから、資料の中で、下から 2行目のところです。 

 「寒川総合図書館の諸活動を交えて」ということで、この図書館の諸活動がメインに

目標設定すればよろしいのでしょうか。 

 

【事務局】目標設定とか、第四次の推進計画策定のためにというようなことをおっしゃ

っていましたけれども、この場で推進計画をつくっていただくということは考えており

ません。 

 

【委員】そういった意味ではないですよ。何が知りたいか、その辺の、いわゆる、私た

ちがそれを審議するためのいろいろな情報が足りないのです。 

 だから、子どもたちを育てるために何をやれるかという、今までのホームページに何

でもいいから載せろと、結果まで。茅ヶ崎だって出ています。藤沢も出ています。全国

から出ています。それをただ寄せ集めて、はいできました、というのではまずいでしょ

う。寒川町独自のものをつくらなくてはいけないと思うんです。だからこそ、最初にど

ういう情報を我々に与えてくれて、それに対して、育てるための審議をしましたという

ところに行きたいのですけれども、それがまずない。 

 我々はただ単に、来たものを、そうですね、はい、わかりましたというのではないは

ずです。 

ですから、情報をいただかないと、それに対する結果も、おのずから、我々、出てき

ません。我々で独自にやってもいいのであれば、図書館に毎日出向いて、聞きたいこと

とか、あれですけれど。それはあまりにも業務に差し障りますので、事務局の方にそれ

をお願いせざるを得ないと思います。 

 

【事務局】それについては、承知しました。 

 

【委員】我々は、図書館の諸活動をメインにした形での、子供たちを育てるためのこと

に関して、お話をまとめていけばよろしいのですか。 

何を言いたいかというと、いわゆる家庭ができること。それから幼稚園なり保育園が

できること。それから学校ができること。幾らでもあります。それらをメインに考えた

って、図書館部会としては、おかしいですね。 

 図書館がメインに、補完的に、家庭に何ができる、幼稚園で何ができる、学校で何が

できるという、そういう視点でよろしいんですね。 

 

【事務局】それで結構です。図書館が、何ができるかというところです。 

 

【委員】そうです。図書館がメインで動いたときに、家庭に対してこういうことをやっ

ていただきたいということですね。 

 

【事務局】そういうことです。 

 

【委員】それから、多分、館長さんあたりは現在の図書館の状況というのをお持ちだと

思いますけれども、ターゲットする年代別、例えば義務教育の方、高校の方、幼稚園・

乳幼児の方、というのは、年代別なデータはございますか。 

 

【指定管理者】年代別のどういうデータですか。 

 

【委員】要は、図書館利用が小中学生は何パーセントあるとか。 

 

【指定管理者】年齢別の統計というのは出していますので、ただ、ここでさっと出るよ

うな形にはしていませんので。年齢別の統計というのをまとめておきます。 

 

【委員】そうですね。なぜ聞きましたかというと、寒川の子どもたちというのが、まず
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0歳から 18歳でよろしいんですよね。 

 

【事務局】そうです。 

 

【委員】ですから、その辺のところのデータをいただければ、どのように層別されるか

わかりませんけれども、1つの審議案にはなるかなとは思います。 

 それから、当然それをもとにして、どのぐらい改善したかという検証の数値にもなり

ますので。ぜひそれはつくっていただきたいと思います。 

 

【事務局】館長に質問していいですか。年齢別というのは、データとして出ますか。 

 

【指定管理者】出ます。登録者数、貸出数で、年齢別という統計は出せます。 

ただ、とる年によって、どんどん年齢というのは上がっていくというのですか。ですの

で、その年のデータという形で、それをちょっと並べて調べるような形になります。 

 

【委員】ちょっと上に膨らんだ形のをつくっていただければいいのですかね。 

 

【指定管理者】そうですね。ですので、単に登録者というと、非常に高齢者の方だけが

膨らんでいるみたいな形の見え方とか。ですので、実際に貸出をしている人たちの年齢

層を調べるとか、そういう形にできれば。 

 

【委員】ああ、できるのですか。図書カードをつくったときの年齢がそのまま登録され

ているのではなくて。 

 

【指定管理者】といいますか、ここ 1年で貸出があった人の年齢別の統計とか、そうい

う形のものはとれます。 

 

【委員】はい。わかりました。 

 

【指定管理者】単に登録して、そのままほったらかしの人のデータというのは、あまり

意味がなくて、貸出ししている人の年齢の分布みたいなものは出せます。 

 

【委員】すみません。できればお願いします。 

 

【部会長】ほかにご意見、ご質問はございますか。なければ、次に進みます。 

  

【事務局】これは、テーマ案として事務局が提案したものですので、もしよろしければ、

ここで、今年度についてはこのテーマを審議していただくというところで確認させてい

ただければと思います。 

 

【部会長】はい。 

 審議事項の、今年度のテーマについてなのですが、今、質問をいただいたのですが、

事務局案の「本が大好きな寒川の子どもたちを育てるために」ということで、よろしい

でしょうか。 

 

《各委員了承》 

 

【部会長】はい。では、このテーマで審議していきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
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9．その他  

・次回の部会の開催予定について   

10月 30日 (火 )  13:30～  総合図書館 3階会議室  

 

 

10．閉会    

江藤副部会長  

 

配付資料 

資料 1 平成 30年度寒川町社会教育委員会議  図書館部会  名簿  

資料 2 寒川総合図書館平成 29年度主要事業実績  

資料 3 寒川総合図書館平成 30年度事業計画  

資料 4 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  

資料 5 指定管理業務モニタリング票（施設類型Ⅱ）【図書館用】  

資料 6 今年度の審議テーマについて  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・花山尚人    ・江藤恵子 

（平成 30年 6月 18日確定） 

 


