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         平成２７年度 第３回 四街道市立図書館協議会会議録         

 

日  時   平成２８年２月２５日（木）午後２時～午後４時 

場  所   四街道市立図書館 ３階会議室 

出席委員   和田会長、矢田部委員、髙野委員、清水委員、安井委員、仲委員、岡部委員、 

中津川委員、鳥谷委員 

欠席委員   田渕委員 

事 務 局   髙橋教育長、豊田教育部長、竹内図書館長、小野副主幹、西川主査、 

榎本主査補、阿部主査補、月田主査補、成瀬副主査 

傍 聴 人   ０名 

 

【会議次第】 

1. 開 会 

2. 教育長挨拶 

3. 会議録署名人の指名について 

4. 会議の公開等について 

（1） 会議の公開 

（2） 会議録の作成 

（3） 名簿の公表 

5. 審議事項等 

（1） 指定管理業者への質問および応答 

（2） 図書館の管理運営形態について 

6. その他 

7. 閉会 

 

【会議経過】 

1. 開 会 

2. 教育長挨拶 

3. 会議録署名人の指名について 

  ・会議録署名人は、岡部委員を会長より指名 

4. 会議の公開等について 

 （１）「会議の公開」、（２）「議事録の作成」及び（３）「名簿の公表」を竹内館長より説明。 

（和田会長）  皆様方におかれましてはご承知のことと思いますが、何かご質問はありますか。

なければ本協議会の取り扱いについてご理解いただけたということでしょうか。

次に次第の５の審議事項等ですが、ここで本日の会議の公開非公開を決定したい

と思います。会議次第や資料からは公開でいいかと思いますがいかがでしょうか。

それでは本日の会議は公開とします。 

        次に資料の配布ですがこちらも問題がないと思いますので配布するということ
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でよろしいでしょうか。それではそのように決定します。 

        本日傍聴人はいますか。 

（事務局）   本日はおりません。 

 

  5. 審議事項等 

（和田会長）  次第の５審議事項等（１）指定管理者への質問および応答について事務局から説

明をお願いします。 

（事務局）   本日は図書館協議会から管理運営形態についてのご意見を伺いたいと考えていま

す。現在一部業務委託を実施しておりますが、指定管理は実際四街道市で行って

おりません。 

        昨年度に県内の導入館の視察を行っておりますが、図書館の管理運営形態の検討

が最終段階に現在入る中、より具体的な材料で検討するため、実際に指定管理業

務を行っている業者との質疑応答の機会を設けました。３０分くらいの時間を予

定しております。委員の皆様から事前に募った質問に対して回答していただきま

す。また他に質問があれば聞いて頂きたいと思っています。 

        その後は、審議事項の議題の（２）ですが、前回の第２回図書館協議会での議論

を元にして、更に図書館の管理運営形態について検討していただき、図書館協議

会としてのご意見を頂きたいと考えております。 

（中津川委員） 今のご説明の中で指定管理業者への質問および応答となっていますが、この協議

会の中では指定管理者制度に移行することを決めたわけでもないし、指定管理者

ということに対して質問をしているわけではない。つまり他の市で指定管理者に

なっている業者に対する質問であって、四街道市の指定管理者に対して質問をし

ているわけではないですね。 

（事務局）   本図書館ではまだ指定管理者制度に移行すると決めたわけではありませんので、

本市以外で指定管理者業務をしているという意味です。 

 

業者Ａ（２名）が入室し竹内館長より紹介。 

   業者Ａより図書館協議会委員から提出された質問に対しての回答を説明。 

 

（中津川委員） 御社が当館に最もアピールしたい「民間企業のノウハウ」とは何でしょうかとい

うところで説明がありましたが、もう少し詳しくお話し頂きたいと思います。図

書館は民間企業ではありませんのでそういうことに対して民間企業が行うノウ

ハウは普通の会社の取引とは違うと思います。 

（業者Ａ）   図書館の運営に関して、ひとつの民業として指定管理者を受けることがあるので

すが、あくまで各自治体の設置の方針、計画というものに準じて運営していきま

すので、民業を全面的に持ち込んでいくというような運営形態は基本的には取っ

ておりません。例えば運営を効率的でなお且つコストパフォーマンスの出るよう

なサービスをするための道具を持っていたり、本のデータベースを持っていたり
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あるいは書籍を利用者に速やかに届けるサービスを持っていたり、その他色々な

ツールを持っていますので、有機的に使うことが結果的に効率的で利用者、市民

に対して高いパフォーマンスを提供していけるというところがあるとすればノ

ウハウだと思っております。 

（中津川委員） 色々なツールがあるというお話でしたが、データベースは図書館でもできるし、

民間企業でもできると思うのですけれども、民間企業のノウハウというのはそう

いうことなのでしょうか。 

（業者Ａ）   一般的に民間企業のノウハウというものがどこかに存在するかというのは私には

わかりませんが、私どもの民業というところにいきますと、創業以来図書館の仕

事をしてきた中で効率化のためのツールを開発、提供していきたい。それを図書

館の運営の中で再現化できればというところで説明申し上げた次第です。 

（中津川委員） 民間企業というのは利益中心ですが、利益が上がらないと会社もなくなってしま

うというところだと思うのですが、利益、経営の観点から見た図書館運営のノウ

ハウというのは何なのでしょうか。 

（業者Ａ）   図書館を経営的に見るという観点は確かにあるかと思います。スタッフを雇用し

て給料を払いながら運営していくわけですが、その運営が適正にある程度効率的

に一人の人間が効率的な仕事をしているかというところを見ていかなければい

けない。その部分で結果的に全員のスタッフがパフォーマンスを上げていくとい

うことを、例えばスタッフの給料を上げていく、職層を上げていく、モチベーシ

ョンとセットで仕事も作りこみができますので、Ｂ市の事例ですとマルチジョブ

という人員のスキルを高めていくための民間ならではの人事の体系などがある

かと思います。 

（中津川委員） パフォーマンスを上げるとか効率を上げるということは、言葉を変えて言えばノ

ルマと言いますか、どんどん仕事がきつくなるということと同じことのように思

われるのですが、パフォーマンスを上げるとか効率を上げるということは一生懸

命やるということと繋がるのでしょうが、そういうことが民間企業のノウハウな

のですか。 

（業者Ａ）   例えば図書館の中で収益事業を直接的に行うというのはあまり今現実的にはなか

ったりします。そういう中でパフォーマンスを上げていく、効率性を求めていく、

利用が伸びていった時に人員体制をどうするか、直面していく課題があります。

大きなかたちで利用の規模で見られた場合にはそこの施設の利用が多いという

ことなので、自治体と人員体制について相談させて頂いて、当然スタッフ１０名

が２０名になる場合には指定管理料の改定ということは発生すると思います。た

だそこまで劇的なものではない場合に、先程申し上げました色々なツールを持ち

込んで、人でやらなくても済むような側面で解消していきたい。あるいは全国で

請け負っている中でローテーションは組めますので、そこで成長したスタッフが

もう少し高い賃金で高い職層でまた違うところで次は館長になってもらうとか

そういったような人事制度を横断的に採りうるのです。そういう中で全体のコス
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トをあまりいじらなくてスタッフのモチベーションを上げていくということは

できると思っています。 

（和田会長）  根幹に係わる部分ではあるのですが、あまりここで込み入った話をしても非常に

説明が多いので他の部分でご質問があればと思います。なければ私から質問した

いのですが、主催事業のところで生物多様性の話をされましたけれども千葉県で

は生物多様性センターがありますが、そこからの援助ということでお願いをした

ことはありますか。 

（業者Ａ）   現時点ではまだありません。都内を中心にいくつかエリアで集中的にできるとこ

ろを中心に進めていまして、千葉県下の中では大々的にそこまで進められてはい

ません。今後考えていきたいと思います。 

（和田会長）  他にご質問はありますか。 

（岡部委員）  ２０年くらい前から図書館の受託が始まって、その頃の経緯は自治体からの働き

かけなのか、それとも業者から自治体への働きかけなのか、その時のことを聞い

たことはありませんか。 

（業者Ａ）   結論から申し上げますと自治体の方針でした。元々人材派遣の仕事は全く想定外

で、図書館向けの資料の提供などを行っていました。当時社会情勢の中で派遣法

が改正されていった時期でして、時代状況の変動もあっていくつかの自治体から

相談を受けて図書館の業務委託を考えていったところ、当時図書館の運営を民間

企業が行ったことは日本にどこもなかったものですから、そんな中１９９６年に

Ｃ市総合図書館という大型図書館ができました。元々いた職員だけで運営する規

模ではなかったときに委託を入れられないかというようなところで始まったの

が起こりです。 

（和田会長）  書面で回答いただいた部分に関してご自分の質問に対してさらに質問したいとい

う点がありましたらお願いします。時間が限られているものですから全部に説明

とお答えを頂くことは不可能だと思います。 

（中津川委員） １番目の「利益追求を行う企業が入館料・利用料の徴収を禁じている公共図書館

運営を請け負うという基本姿勢についてお伺いします」に「一定程度の管理費を

頂く」と書いてあります。これは利益ではないのですか。 

（業者Ａ）   一部分は利益になります。あとは例えば１０人配置しますといった場合に１０人

の実質的な給料以外に会社側で色々なサポート体制、先程の研修を含めまして構

築していく場合もありますので、その辺りのところを総じております。 

（中津川委員） 共通管理費みたいなかたちですね。共通管理費とか利益とかそこを含めて管理費

というわけですね。それはどのくらいあるのですか。 

（業者Ａ）   大体全体の２０％ぐらいです。 

（中津川委員） 物を作ったわけではないから原材料費なんてないですね。それなのに一般管理費

として２０％ぐらいでやっていけるのかなと思って、もっと多くないですか。 

（業者Ａ）   私共で毎年決算出すと大体１５からもう少し上くらいで、残りの数％をある程度

利益としていければという感じです。 
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        補足させていただきますと１番の説明については私共の会社の固有の事情かも

しれませんが、元々積極的にこの事業に出てきたわけではないという事情があっ

て、ただ図書館が広い意味で発展していくということがそれまで持っていた色々

な商材とかも含めて図書館が例えば無くなってしまいますとそれ自体私共企業

としてはある意味では不利益になりますので、やはり図書館が元気で発展してい

くということが私共として一番望ましい形態で、運営についてそれだけでものす

ごい利益を上げていこうというような観点はありません。 

（中津川委員） 色々な資料を見ると売上高の経常利益率が４．５％というのはかなり高いと思っ

ているのですが、業界としてはそういう業界なのですか。 

（業者Ａ）   他社の経常利益はわからないのですが、大体全体の共通管理費２０％くらいにな

ってくる中で１５からもう少しくらいのところまでが大体共通で出て行くので

その残りの部分というところで利益率が立てられていければというところです。 

（髙野委員）  ７番の個人情報保護について、監査チームのことを書いてあるのですが、監査チ

ームとはどういうものかということと、これまで課題とか問題点がもしあればそ

れをどのように改善しているのかあればお話ください。 

（業者Ａ）   まず監査チームというのはこの運営の事業について、いわゆる本部のような体制

を整えていまして、そこの人員と各地区の担当しているマネージャーがいます。

そのメンバーで構成されているチームの中心に社内のコンプライアンスの部門

と連結するかたちで作られているチームです。実際に派遣するのは本社の管理部

門と各地区の現場マネージャーの対応で、年に 1回自治体に相談した上で私共の

業務部分について監査をするというような体制になっています。監査をする前に

必ずその図書館を見させていただいて、そこの館の中でも個人情報上のリスクで

すとか、あとは書類でどういうものがあるとか、置き場所はどうなっているとか、

チェックさせていただきます。その上ですべてリストに落として、ここでこうい

うように扱う、この書類はこういうフローで扱い、最後ここで保管されるとか、

破棄されるとか、全部落とし込んで、そのうえで我々の中ではリスクがあるので

こう変えさせてくださいとか、そういったことを相談して取り決めたことを本社

と現場で共有します。その共有した中で運営をしていきますが、それがきちんと

履行されているかというものを先程の監査チームが行ってチェックする。また当

然運用は変わっていきますので、必ずメンテナンスをしています。色々な具体的

な課題と言いましたら様々ありますが、細かい部分ですと予約の本の置き場所を

改善したり、細かい対策を取っています。 

（中津川委員） 監査法人はあるのですか。契約しているのですか。 

（業者Ａ）   本社で契約しています。 

（中津川委員） オンラインのデータの管理ですが、ペーパーの場合目に付きやすいのですが、オ

ンラインの場合ネット上ですから悪いことをされてもわからないのですが、国の

機関ですらハッカーに攻撃されていますので、特別な方法をとっているのですか。

ただ単にＩＤ番号ですとかパスワードでは今セキュリティになりません。 
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（業者Ａ）   通常図書館システムというソフトウェアがあってハードウェアがあるというとこ

ろで管理されています。データ上にあるとしたらそれ以外は基本的にありません

ので、これは各自治体、あるいは図書館システムのベンダーの中でのセキュリテ

ィとなればひとつ大きなポイントにはなってしまいます。運営側で考えられるこ

とがあるとしますと、やはりそのシステムを使って不正にそのシステムから持ち

出すといったことが考えられます。大体はネットワークを組んでいますが、いわ

ゆる外部に出て行くというのはシステム側でクローズにしている場合もあるの

で、その場合はシステム側のセキュリティに依存する部分もあります。外部に持

ち出すというところについては弊社のコンプライアンス上の規定で、図書館シス

テムに対して何らかの媒体等を通じて、差し込むことも含めて一切禁じていまし

て、それはリーダーがきちんと管理をして、監督をして行っていくというところ

で管理をしています。 

（和田会長）  他の方で質問はないですか。 

（髙野委員）  １４番の学校との連携で、サービスを享受した小学生の学力がすごく上がってき

ているということなのですが、色々なことも十分考えられると思うのですが、ど

ういうことが学力アップに繋がっているとお考えですか。 

（業者Ａ）   これは非常に難しいテーマなのですがやはり読書と学力、考える力と学力という

のはおそらく因果関係、相関関係があるだろうと色々な諸先生方がおっしゃって

いることだと思うのですが、短い時間の中で例えばこの１年１００冊読んだら学

力が上がりましたというのは中々測りがたいところはあります。この件に関しま

してはＤ区の図書館と連携している事業になっていまして、具体的には図書館の

中で単純にサービスをしたとか、あるいは学校図書館の中で行ったというだけで

はなくて、特に国語科の先生方の授業の一角に入らせていただいてブックトーク

とか読み聞かせとか、授業の中に参画して色々何年も行って、先生のご理解もあ

ってというところがありました。その中で当時私共が申し上げたのではなくて、

校長先生の方でもずっと指標を見ていてモデル校にもなっていた関係もあって、

色々な因果関係があったと思うのですが、事実として特に国語の差がある指標、

考える力とかそういう項目とか、算数、数学が少し伸びたりして、論理力なのだ

と思うのですが、その辺の数値を当時の校長先生が引っ張られて伸びたというよ

うにおっしゃられたという状況であります。 

（鳥谷委員）  １２番の質問なのですが、小さいお子様のことだと思うのですが、中学生、高校

生にもっと図書館を利用して本を読んでいただきたいと思っているのですが、主

催事業が行われて実績が上がったということはありますか。 

（業者Ａ）   中高生を図書館に呼び込むというのは全国の図書館の課題でありまして、やはり

興味関心が様々になってくる年代ですので、中々読書だけで引き付けていくとい

うのは難しいです。体験型の講座を行って呼び込むことは中学生ですと結構あっ

たり、様々な体を使える複合施設と併設されている場合、そこを通じて呼び込ん

でいくといった試みは行っております。 
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（鳥谷委員）  高校の図書館との連携は何かあるのですか。 

（業者Ａ）   小中に比べますとやはり少ないです。それはひとつひとつの基礎自治体の単位で

動いている部分があり、教育委員会との連携が強く、高校ですと都道府県の単位

になると思います。高校は広域で色々な方が来られているので、小中のようなか

たちの連携は難しいと思います。近隣に高校があった場合に個別で高校と連携す

ることはあります。 

（和田会長）  他にはないですか。 

（仲委員）   Ｄ区の公共図書館は委託されているのですか。 

（業者Ａ）   指定管理者でお受けしております。 

（仲委員）   私の友人でＤ区のお話の会を長年やっているグループの方が５０名いらっしゃる

のです。そこが指定管理になっていることを初めて知りました。 

（業者Ａ）   Ｄ区はいくつかの分館と中央館という構造になっていまして、中央館は直営です。

中央館でボランティア団体と連携して色々な事業展開をしています。 

（和田会長）  よろしければ予定の時間が参りましたので、業者Ａの方にはご退席頂き、ここで

一旦休憩を挟みながら、再度このご回答の書面を読み直して頂くのと、今日お配

りしたＥ図書館との質疑応答という文書が２枚あると思いますが、休憩の時間に

お目通しを頂きたいと思います。５分間の休憩をしたいと思います。業者Ａの方

どうもありがとうございました。 

 

   業者Ａ２名が退室。 

 

（和田会長）  館長の方から審議事項の（２）図書館の管理運営形態について説明をお願いしま

す。 

   （２）「図書館の管理運営形態について」を竹内館長より説明。 

（和田会長）  ただいま館長から図書館の管理運営形態についての説明がありましたけれども、

ご質問がある方はいますか。 

（岡部委員）  入札により現行の委託事業者と契約することが決まっているわけですね。全面委

託になると来年度からですか。期間は決められていないのですか。 

（事務局）   計画では２５年度から今年度まで３年間窓口業務委託を実施するなかで、指定管

理者制度に移行するかどうかの検討をし、移行という結論が出れば２８年度から

指定管理者制度に移行する予定でしたが、結論が出ていませんので窓口業務委託

をさらに３年間、平成２８年度から３０年度まで更新しまして、３１年度以降ど

うするかという点につきまして各委員からのご意見をお伺いしたいと考えてお

ります。 

（和田会長）  具体的な議論に入る前に先程休憩時間にお目通しを頂きたいとお願いしましたＥ

図書館、業者Ａが管理委託を受けている図書館なのですが、図書館の図書購入費

の予算規模がほぼ四街道市立図書館と同じというところで、選んでいるものです

が、それについて事務局から簡単に説明をしていただきたいと思います。 
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   「Ｅ図書館との質疑応答」及び「Ｅ図書館絵本新着一覧」を小野副主幹より説明。 

（和田会長）  議論に入りたいと思いますが、前回の議論で直営にしたいという話は何度か出て

いて、それに対して館長からお答え頂いておりますが、職員を増やしての直営と

いうのは非現実的な話になるわけです。運営形態として市直営、一部業務委託、

指定管理者制度、３つ挙げてありますが、一部業務委託を継続する、若しくは指

定管理者制度に移行するという２択になるのではないかという気がしているの

ですが、そう決めつけずに、前回の議論の延長上になりますが、どなたか口火を

きって頂ければと思います。 

（髙野委員）  市の直営につきましてはやはり開館日とか開館時間とかアンケートとか全部踏ま

えますと直営に戻すのは現実的には厳しいのではないかなと思います。 

（岡部委員）  先程館長から経緯の説明を聞きましたが、教育長が出席されていますのでお伺い

しますが、やはり経費削減から話が出てきていると私は思っているのですが、そ

うでもないのですか。 

（教育長）   市の行財政改革の方針は経費削減です。しかし、教育委員会としましては経費削

減というよりも図書館を市民サービスの向上のためにどのように方針をとって

いったらいいのかというのがやはり一番重要な問題だと考えております。全国で

は直営よりも指定管理の方が経費が掛かっているところもあると聞いておりま

すし、私共も経費削減だけで図書館を考えることはしたくありません。 

（岡部委員）  会長の言われた２択という気もしないでもないのですが、現実的に委託しない図

書館も随分あるのだろうと思います。昨年でしたか他社と連携した業者が、何か

あって提携関係を解消するという新聞記事を読んだことがありまして、そういう

ことを考えると予算的に一部業務委託だと職員が減って人件費は少なくて済む

ようになりましたが、一部業務委託の費用を人件費とし、市直営で運営すること

もできるのではないだろうかと私は個人的に思っています。委託したところがみ

んなうまくいっているとは限らないと段々わかってきたものですから、少し疑問

を感じたのです。今の体制が一部業務委託ですね。私はそれが一番良いのではな

いかと個人的には思います。指定管理者制度に移行するのは非常に怖い感じがし

てしょうがない。 

（和田会長）  他の方にもご意見を伺いたいと思います。 

（仲委員）   指定管理者制度に移行することは全員反対だと思うので、直営か一部業務委託か

で話し合った方がいいのかなと思います。 

（和田会長）  どうしても直営にこだわりたいと心の中では思っている方が多いなかで、指定管

理者制度に移行することを推しますというようには中々言えないと思っている

方がいらっしゃれば、言って頂いて構わないと思います。 

（中津川委員） 指定管理者制度に移行することが本当に市民のためになるのなら構わないと思う

のですが、先程髙橋教育長から話があったようにポイントはそこだと思うのです。

要するに予算を削る削らないではなく、確かに四街道市の財政は大変だというこ

とは良くわかっていますが、やることは他にもいくらでもある、何も図書館を指
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定管理者制度に移行してまでお金を確保しなくてもいいのではないか、そういう

意味で言うと先程岡部委員が言われたように、指定管理者制度に移行するのでは

なくて今の一部業務委託で十分やっていけるし、その枠を少し増やすこともまだ

考えられるので、館長を含めた指定管理者制度の導入は現実的ではない気がして

おります。それからここに書いてある指定管理者制度の枠外には「市の業務」と

して書いてありますが、２０万円以上の施設の修理とか建物の補修工事、そうい

うお金のたくさん掛かることについては市でやってくださいと、小さいお金の方

は私共でやりますと聞こえるわけです。実際に他の指定管理者を見ているとこう

なっていますし、今の一部業務委託で内容充実するということで十分対応できる

のではないか、市民サービスもちゃんとうまく向上できるのではないかと思って

います。 

（仲委員）   Ｅ図書館の選書を見ていると、四街道市立図書館は指定管理者制度に移行してほ

しくないです。 

（和田会長）  シリーズ本を１冊買うと次に出たものを評価しないでずっと買い続けるというお

任せになっている部分が大きいと思います。四街道市立図書館の場合はシリーズ

本であっても１冊ごとに評価をしてこれは買うけれども次は買わないという判

断をしていますが、それが本来的な選書作業だと思うのです。 

（岡部委員）  私は指定管理者制度に移行した場合、例えば非常に除籍が怖いです。四街道市地

域振興財団ですか、四街道市の人が入っている指定管理会社なら少しは安心でき

るのですが、そういうところでできないのかなという気がしているわけです。四

街道市では昔、広報縮刷版を作っていたことがあるのですが、そういう古い資料

はありますか。四街道市のことを知らない人に除籍を任せるとあっという間にな

くなったなんてこともあり得ないことではないと思います。地域振興財団は今、

文化センターも管理しています。地元に精通している業者というかたちで考えら

れませんか。入札では届け出ればどこの業者も入れますから、例えば地域振興財

団に請け負ってもらうとか、そんなことを考えていました。 

（事務局）   地域振興財団は市の色々な指定管理業務を行っております。 

（岡部委員）  四街道の方、随分多いですよね。そうでもないのですか。 

（事務局）   多分市内の人が多いと思います。 

（岡部委員）  この業務委託なんかもちょうど細かく書いて頂いているからこういうのも検討し

てみるといいのではないですか。 

（中津川委員） 今のやり方では何が悪いのでしょうか。市側の財政のことだけで指定管理者制度

に移行してしまうというのは市民サービスの向上から考えると全く違う方向に

行く可能性があると思うのです。 

（和田会長）  市の行財政改革推進計画の流れの中で指定管理者制度に移行するかどうかの検討

時期にきているということです。 

（中津川委員） 先程館長からそういう話がありましたが私は全く知らなかったのですが、過去は

過去であって今は今です。世の中の流れとか色々なことを踏まえて、もう一度こ
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こで判断するということは間違いではないと思います。 

（和田会長）  まだ発言のない方から発言頂きたいのですが、運営形態３つ若しくは２つのうち

私はこう思うということから話し始めて頂きたいと思います。安井委員はいかが

ですか。 

（安井委員）  現状、市民のアンケートでも８５％という好感触を持っているようなので、とり

あえず現状このまま今後３年間また現在の受託会社がやるということなので、一

部業務委託が良いのかなと思います。 

（和田会長）  一人ずつご意見を伺っていきたいと思いますが、清水委員。 

（清水委員）  気持ちとしては一部業務委託でもう少し様子を見るということと、一部業務委託

が３年目に入って、特に今年度は図書館の元々の司書の方たちが頑張っていて、

色々なところが変わってきて良い方に展開していると思います。ですから市民の

好感度は上がっていると思うのです。これは何も一部業務委託になったから好感

度が上がったとは思えません。やはり今まで苦労して積み上げてこられた方たち

の力を発揮する場所ができてきたと思います。だからこの良い展開をもう少し続

けて、今のまま一部業務委託で様子を見るというのが良いのかなと思います。 

（和田会長）  矢田部委員はどうですか。 

（矢田部委員） 現状である一部業務委託かなと思っていますが、３年終わって４年目に入り次の

３年を迎えるというところで、継続するというよりも発展性がないといけないな

と思っています。地域に密着した市民の声が反映できるのは市直営の力がそこに

はあるのかなと思いますし、先程の業者の説明にあったようにデータベースなど

色々なものを持っているとか、イベントのアイディアとか、体験できるイベント

コーナーとか、それこそ子どもたちや市民の皆様が興味を持つノウハウを持って

いるのは民間業者かと思いますので、両者の良いところを発展的に組み合わせて

いくという一部業務委託になっていけば、また次の段階が見えてくると思ってい

ます。 

（和田会長）  髙野委員。 

（髙野委員）  先程言いましたように、まず市の直営に戻すことは無理だと思っています。それ

から一部業務委託ということで現状ということですが、基本的にはそう思ってい

ます。我々は学校ですので、先程学校と図書館が連携していると学力が上がると

いう話もありましたので、今後図書館と学校の連携をさらに進めていって、子ど

もたちの学力も含めて、色々なメリットを活かして頂くということで一部業務委

託ということで良いのかなと思っています。 

（和田会長）  鳥谷委員。 

（鳥谷委員）  現在の受託会社と契約更新したかたちになったと思うのですが、今までこの協議

会で話題になったレファレンス能力について、今回の契約ではもっと上げて下さ

いとお願いしたのか、今のままでいいという契約になったのか気になりました。

協議会で問題として話し合った点を活かして契約内容に反映させて、先程矢田部

委員が言われた発展性がなければいけないかなとは感じています。 
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（和田会長）  中津川委員。 

（中津川委員） 先程から何回も申し上げているように、現状維持のままでいいのではないかと思

っています。現状維持の中でもっと市民に喜ばれるようにするための項目を逆に

探してそれを一生懸命やっていくと、多少予算が必要なものがあるかもしれませ

んが、それはそれで市に認めて頂くぐらいでいいかなと、例えば人がやることは

人がやる、機械でできることは機械でやると、つまりデータベース化とかコンピ

ュータ化というのは、その空いた時間に人がやるべきことはやる、例えば読み聞

かせを増やすとかそういうところに使えるようにそれぐらいのお金はもらえな

いのかなと思います。 

（和田会長）  岡部委員 

（岡部委員）  これまでの図書館協議会の議論の流れを先程伺うと、私個人的には一部業務委託

をそのまま続けるべきだと考えます。先程言い忘れたのですが、司書資格のある

人が絡んでいるわけではありません。司書資格は国家資格ですから司書ではない

人が何でと、司書の資格取ったけど意味がなくなるわけです。できれば本人はた

だ本の知識があるだけではなくて、対人関係とかみんな教育を受けてきて資格を

取っているわけで、その辺が非常に不安です。資格持っている人を雇うとなると

お金も掛かるでしょうが、有資格者は今非常に多いのではないでしょうか。だか

らそういうのは契約事項には入れられないのですか。 

（事務局）   パーセンテージで有資格者の条件を提示しています。前回は５０％以上という要

件でしたが、今回は６０％以上としています。 

（岡部委員）  特に児童室を担当するうえでは、資格・経験を持っている人とそうではない人と

の違いがいっぱいでてきそうな気がします。今のままでというのが私の意見です。 

（和田会長）  仲委員 

（仲委員）   数少ない職員の方が頑張っていますので一部業務委託でいいかなと思っています。

児童室の対応についてですが、もう何年も前になりますが、かいけつゾロリを置

いてくれませんかと親子で児童室のカウンターにいらした方を見たのですが、そ

の都度職員が「それならこちらの本はいかがですか」と薦めるのですが、「いい

です」と帰っていかれました。そういう本を揃えた方が子どもたちが来るのかな

と思ったり、学校の図書室にはあるから図書館にもあった方がいいのかなと、や

はり選書って難しいと思います。四街道市立図書館は「こちらを読んで下さい」

と指導しており、「はい借りていきます」と言ってくれればいいのですが、「いい

です」と帰っていくのを見ると難しいなと思います。子どもの読書のところで一

番難しいと思いますので児童室は大事だと思っています。 

（和田会長）  今の仲委員の発言に対して事務局の小野副主幹はどうお考えですか。 

（事務局）   児童書の選書の根幹になります。もちろん私共も「かいけつゾロリ」など蔵書に

していない本が子どもたちにとても人気のあることを重々承知しています。それ

でもそれらの本を入れていないのはその本の特性、例えば会話文が多いというテ

キストの問題を重視して判断しています。子ども時代には限られた冊数しか読む
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ことができないと言われておりますが、そういったときにより良い読書体験を持

って頂くために、より心の糧になるような本を置きたいというのが今までの姿勢

でした。ご批判があるのも確かで、向き合わなければいけないということは痛感

しています。子どもたちに人気がある一方、児童書として評価が高くない本につ

いて、蔵書に加えるか、判断は今のところついていないのが正直な今の私共の現

状です。私共の選書の根幹に関わるとても大きな問題なのです。 

（和田会長）  各委員のご意見を伺うと、全会一致で現状の一部業務委託という意見にまとまり

そうですが、指定管理者制度に移行した方が良いという強硬におっしゃる方がい

らっしゃるのではないかという予測もあったのですが、私も現状の一部業務委託

をさらに発展したかたちで継続するということに賛成をします。ただ、意見書と

してまとめるにあたって、問題点という程ではないのかもしれませんが、申し上

げておきたいと思いまして、用意してきた文書を読み上げます。 

現状ですと窓口に業務委託したスタッフの方が入いますが、市職員が市民と直

接触れ合うことができるという窓口業務というのは非常に重要だと考えます。業

務委託の方が窓口に入っていると、市職員の司書が市民と直接触れ合う機会とい

うのが非常に乏しくなってしまいます。乏しくなるということだけではなくて、

窓口業務というのは選書から除籍に係わる業務と密接に繋がっていると思います。

市職員の司書がほとんど表に出てこないという、市民と触れ合わない状態が続く

と、古い市職員の司書は窓口経験がありますが、あたらしい市職員はほとんど窓

口に出ないまま、世代交代で経験のある司書が定年を迎えたときにお手上げ状態

になるのではないかという心配があります。そうならないためには委託業者のス

タッフと一緒に働くという協働をしないといけない、それには色々な制約がある

と思うのですが、その制約の中で協働を目指すとともに、図書館での経験が蓄積

されていく方策を職員の方は危機意識を持ってより積極的、より具体的に考えて

いく必要があると思います。他にも小中学校の学校図書館や学校司書の連携やボ

ランティア活動との連携、拡充などに積極的に取り組む課題が沢山あるというこ

とを肝に銘じて現状の一部業務委託を継続するということを協議会の意見書とし

て取りまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。さらに付け加えてほしい

ということがありましたらおっしゃって頂きたいと思います。 

（中津川委員） 今の窓口業務の話ですけれども、おっしゃることは全くその通りだと思うのです

が、多分図書館の方ではそうできない理由が何かあるのです。そこを解決するよ

うに一生懸命やらないと言っていることが実現しない、つまり他のところに手を

取られてしまって、そこに行きたいのだけど行けないということが沢山あるので

はないか。そこのところをどうするかというところが見えないのですが、そこは

図書館の方で整理してもらって、こっちは外注するけど窓口の方は私がやるとい

う、そういう優先順位の問題かなという気がします。 

（和田会長）  苦肉の策と言えば苦肉の策なのですが、館内に「あなた方の質問疑問には司書が

みんなお答えします」というステッカーを貼って、それを見た人が窓口に行って
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質問すると、スタッフが困ってしまうような質問も来るわけです。そうすると助

けてくださいと市職員の司書を窓口に連れてくるということをすれば、司書はど

んどん窓口に出て行けます。一部業務委託も４年目を迎えるわけですから、多少

市の職員には余裕が出てくると思います。時間があったらこういうことをやりた

いということがきっとできると思います。それをやり始めれば市民に評価される

と思います。 

（中津川委員） 知っている人がちゃんと窓口に座って頂けると安心ですし、サービスも良くなる

し、市民にとって良くなると思うので、そのとり決めの問題解決をどうするかと

いうことが１番大きいのではないかと思います。窓口に座るということが問題で

はなくてそれはターゲットであって、後ろに問題がある、その問題を解決すると

いう方向に私は思います。先程学校との連携の話ですが、これは私の個人的経験

ですが、私結構今本好きです。図書館の委員になったからということではないで

すが、夜寝る前に本を読まないと眠れなくなってしまいまして、ベッドに本が積

み上げられています。そうなったのが１番最初中学校のときに夏休みの宿題で１

冊本を読んで感想文を書けと言われて読んだ「吾輩は猫である」が、本を読んだ

スタートでした。今の中高生を見ていると、夏休みと冬休みに読書感想文の宿題

が出て、市内の本屋さんには指定された本がたくさん積んであります。子どもた

ちがそこに行って買って来るのですが、それを図書館に揃えることができないの

かと。つまりもっと学校と連携して夏休みと冬休みの宿題にこういう本を出そう

と、ではそれを揃えますというようにいくのがひとつの連携だと思っています。

全く個人的な思い出ですがそういうちょっとしたことが自分の人生を決めたの

だとつくづく思います。 

（安井委員）  課題図書はちゃんと図書館も用意して何冊も揃えています。 

（中津川委員） 学校で夏休みの宿題を出すと、生徒の数が多いので図書館で何冊揃えたらいいの

か、これも問題です。そういうことは現実的な問題として出てくると思います。

本屋さんはその分だけ売り上げが上がりますから何百冊も置くと思います。本屋

にチャンスを取られてしまうのは勿体ないと思います。 

（和田会長）  私は以前出版社に勤めていたので、裏事情も多少わかります。課題図書に選定が

決まると取次店から祝電が来ます。そういう世界で出版社がいかにして本を売る

かという、売りたいのを逆手にとらえている感じもしますが、現実としてはそう

なのです。出版社にしてみれば図書館が限られた数の１０冊、２０冊買ってくれ

るより、書店で売ってくれた方がいいということです。 

（中津川委員） それを買える子と買えない子がいるでしょうし、少なくともそういう学校との連

携があってもいいかなと思います。 

（和田会長）  課題図書で本が嫌いになった子がいます。 

（仲委員）   教育的な面が少しあったりするのですか。そういう課題図書に選ばれるための本

を作るのでしょうか。 

（和田会長）  ターゲットにして作っている会社はあります。いくら良い本だと思って作っても
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ページ数や定価が指定から外れた本は選定されません。 

（安井委員）  学校連携をもっと積極的に取り組んでいきたいという話が先程から何度も出てい

ますが、司書が自由に使える車１台図書館は持っていないという話を伺ったこと

があるのですが、ポストの引き取りなどをボランティアに任せて、自分たちがい

つでも使える、学校にすぐ行けるような車を図書館が持ったらいかがかなと思い

ます。 

（中津川委員） 他の部署はそういう問題をどうやって解決しているのですか。 

（事務局）   市の公用車は全部署で共用するという体制であり、各課が管財課管理の公用車を

申し込むという形です。早めに申し込まないと予約が取れませんが、当日、予定

していた人がキャンセルし、使える場合も結構あります。もし使えなかった場合

には行けなくなってしまいます。１週間くらい前に予約をすれば大丈夫なのです

が、急な予定だとなかなか難しいです。 

（中津川委員） 今の安井委員の話は図書館専用車が必要ではということですね。 

（安井委員）  １台あった方が学校に出向くにしてもいいと思います。 

（事務局）   一部業務委託が始まったときに図書館専用の公用車を委託者に貸し付けた関係で

私共が図書館専用車を使えなくなったのですが、市の公用車は各課１ヶ月前から

何十台もある車の予約ができます。一定の課は自分たちの車を１ヶ月先の分を毎

日予約をしています。私共もそのように、ある程度曜日を限るなどして繰り返し

ていけば、必ず確保ができます。また不要であればキャンセルをして他の課の方

に譲ることもできますので、専用車を持つというよりもきちんとシステムを活用

するということで解決できるのではないかと考えております。 

（中津川委員） 学校への巡回業務を委託することはできますか。 

（事務局）   別途委託料が必要です。 

（中津川委員） 公用車をいちいちスケジュールを立てて予約するのでは、こんな時代に機敏に動

けません。 

（和田会長）  他に意見はないですか。 

（岡部委員）  意見書に市職員の窓口業務のことは入れてもらえるのでしょうか。非常に大事な

職務だと思っています。先程会長は継続という意味で話されたので、意見を出す

ときに是非入れて頂きたい。 

（和田会長）  開始が遅かったので４時をまわってしまいましたが、特に意見がないようでした

ら、本日伺いました色々な意見を図書館協議会からの意見書として作成したいと

思います。意見が全会一致で「現在実施している一部業務委託の継続」という意

見にまとまりましたので、私と事務局で意見書を作成したいと思います。意見書

の作成は会長一任ということでよろしいでしょうか。 

 

6. その他 

（和田会長）  次第６がまだ残っていますが、事務局は何かありますか。 

（事務局）   本日の皆さんの意見に基づきまして、事務局と会長で意見書について作成しまし
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て、その後事務局で教育委員に内容を報告いたします。教育委員によって検討を

行いまして、教育委員会議におきまして教育委員会としての方針が決定すること

になっています。もうすぐ来年度になりますが、そういう方向に進めていきたい

と思っています。 

（和田会長）  それでは以上で平成２７年度第３回図書館協議会を閉会します。長時間にわたり

ご討議頂きましてありがとうございました。 

 

 

会議録署名人  岡部 勝司      

 

 

 

 

 

 

 


