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（１）審議 結果
・近 代文 学館 及 び図 書館 サー ビ スの あり 方に つい て 教育 委員 会か ら 諮問
され、内容 を説 明し承 認され た。
・平成２６ 年度 事業報 告につ いて説 明し 承認さ れた。
・平成２７年度 事業計 画に ついて 説明し 承認さ れた 。
・平成２７年度 要覧に つい て説明 し承認 された 。

（２）詳細 な意 見
伊勢 館長

それ では 皆 様全 員お 集ま りい ただ き まし たの で運 営審 議会 を 開催
致し ます 。 初め に新 委員 に なら れま す 山内 校長 先生 に 委嘱 状の 交
付式を執り 行い ます。
（教育長より山 内委 員へ委 嘱状の 交付）

伊勢館長

それでは、佐藤 委員長 より あいさ つを頂 きます 。

佐藤委員長

連日熱い日が続 いて おり、 うんざ りして おり ます。 新しい 委員さ
んも来られ て最 初の運 営委員 会です 。昨 年度も いろい ろ課題 があ
りましたが 、本 年度も なお一 層皆様 協力 しあい ながら 、より 良い
近代文学館 （図 書館） を目指 してま いり たいと 思いま すので よろ
しくお願い いた します 。

伊 勢館 長

あ りが とう ござ いま す 。続 きま して 佐々 木教 育長 から ご挨 拶を 申
し上げます 。

佐々木教育長

委員 長さ ん の挨 拶に もあ りま した が 、今 年は 例年 にな い 猛暑 であ
り、 気温 が高 い だけ でな く湿 度 も高 く、 生活 を する のに も困 難だ
と感 じて おり ま す。 そん な中 、 今年 度の 第１ 回 目美 里町 近代 文学
館運 営審 議会 の ご案 内を 申し 上 げま した が、 多 くの 委員 の皆 様に
ご出 席い ただ き あり がと うご ざ いま す。 また 日 ごろ 近代 文学 館あ
るい は図 書館 の 運営 等々 での ご 指導 ご助 言を い ただ き、 改め て感
謝申 し上 げま す 。今 日の 会議 の 中で 一番 大き い 協議 事項 と教 育委
員会 とし て思 っ てお りま すの が 、運 営審 議会 へ の諮 問事 項に つい
てで 、協 議の 最 初に 上げ させ て いた だき まし た 。一 昨日 の教 育委
員会 の定 例会 で 審議 して まい り まし た。 これ か らの 近代 文学 館の
あり 方、 そし て 図書 館の 運営 形 態等 々、 少子 化 問題 、急 激な 情報
化社 会に 向け て 見直 し、 方向 付 け、 考え 方な ど につ いて も、 変え
なく ては いけ な い状 況化 にあ る よう です 。皆 様 に諮 問と いう 形で
お願 いし ます の で、 どう か宜 し くお 願し ます 。 その 他と して ２６
年度 の事 業報 告 、２ ７年 度の 事 業計 画と いう 協 議事 項に なっ てお
りま すの でよ ろ しく お願 い申 し あげ まし て、 簡 単で はあ りま すが
挨拶に代え させ て頂き ます。 よろし くお 願いし ます。

伊勢 館長

会議 録署 名 委員 につ いて 委員 長か ら の指 名と いう こと よろ し くお
願いします 。

佐藤委員長

千田委員さんい いです か。 広瀬委 員さん よろし いで すか

千田委員

よろしいです。

広瀬委員

よろしいです。

佐藤委員長

急なことで申し 訳あり ませ んが、 お二人 に会議 録署 名委員 になっ
ていただき ます 。

末永館長

会議録署名委員 は終わ りま したら 、会議 録を作 成し ますの で、そ
の内容が会 議の 内容と 合致し ている かを 確認し 署名を 頂くも のと
なっており ます 。

伊勢館長

それでは、協議 につ いては 委員長 に進め てい ただき ます。

佐藤委員長

協議事項（１） につ いて教 育長よ りお話 しあ りまし たが、 詳しく
事務局より 説明 をお願 いしま す。

末 永館 長

諮 問に つい てで すが 、 委員 長さ んに 諮問 書を 教育 長か らお 渡し い
たします。
（教育長より諮 問書 を交付 ）

末永館長

皆様には諮 問書 の写し の方を 渡して おり ますの でよろ しくお 願い
します。諮 問に 至った 経緯は 担当の 者か ら後程 説明さ せます が、
大きなとこ ろは 理由の ４行目 の類似 施設 運営形 態の見 直しと いう
ところがあ りま す。こ の経緯 といた しま しては 、町の 行政改 革大
綱の中に、 近代 文学館 につい て民間 に委 ねると ころは 民間に 委ね
るという項 目が あり、 その一 環とし て近 代文学 館のあ り方や 運営
形態につい て検 討して はどう かとい うこ とにな りまし た。そ こで
近代文学館 の現 状等に ついて ６月の 教育 委員会 で説明 し、７ 月の
教育委員会 にお いて専 門の審 議会の 方に 検討し ていた だいて はど
うかという こと で議決 がなさ れ、今 回の 諮問と なりま した。 例年
とは別に何 回か お集ま りいた だいて 、内 容の審 議をお 願いし たい
と思います 。期 限とし ては１ ０月の 教育 委員会 に諮り たいた いと
思いますの で、 １０月 の前半 までに 答申 の内容 を決め たいと 思っ
ています。

草刈主幹

それでは諮問に 至った 経緯 につい て説明 します 。
（資料に従っ て説 明）

佐藤委員長

委員さん方、ご 理解に なり ました でしょ うか。 図書 館の運 営面に
ついては、 良い 面や課 題とな る面な どを 話し合 ってき て、良 い方
向で進んだ だろ うと思 ってい ました が、 教育委 員会か らこう いう
話がでたこ とに 、唐突 という ような 感じ がして います 。教育 委員
会と図書館 で、 どの程 度話を 煮詰め てこ ういう 話にな ったの か。
教育委員会 の一 方的な 話で審 議会の 諮問 をされ たのか 。ある いは
教育委員会 と図 書館で 十分に 話を煮 詰め て、最 終的に 委託し なけ
ればならな いと いう決 断の中 で、勝 手に 決める わけに もいか ない

ので、諮問 を通 して民 間に委 託しよ うと してい るのか 。委託 する
ことが決ま って いるの か。そ れとも 白紙 の状態 で審議 委員会 に委
託され、審 議委 員会の 話し合 いが生 かさ れるの か。そ のこと につ
いてはっき りし てもら いたい と思い ます 。
末永館長

行政改革の関係 で、委 託化 も含め た今後 の図書 館の あり方 につい
て教育委員 会と しての 考え方 を示し て欲 しいと ういこ とがあ り、
教育委員会 で図 書館の 現状等 につい て説 明し、 今後の あり方 につ
いて協議し てい ただき ました 。その 中で 教育委 員会の 中だけ では
難しいので 、専 門の運 営審議 会の皆 さん のご意 見を伺 いたい とい
うことがあ り、 諮問し その答 申を尊 重し ながら 教育委 員会と して
の考え方を まと めてい きたい という こと になり ました 。です から
委託ありき では ありま せん。 その答 申案 を参考 にしな がら教 育委
員会の考え 方を 構築す ること になり ます 。現在 はまっ たくの 白紙
という状況 です 。今後 、より 良い方 法を 求めて いく中 で、ど のよ
うな運営形 態が いいの かとい うこと も話 し合っ ていた だくこ とに
なります。

斎藤委員

私も委員長が話 された よう にこの 民間委 託とい う問 題につ いて唐
突というよ うに 受けと ってい ます。 今ま で私は 民間委 託とい う話
は聞いたこ とは ありま せん。 今日の 会議 の招集 ７月３ ０日を 招集
する文書は ７月 １４日 に示さ れたも のな のです が、招 集の文 書に
は諮問され ると いうの は一言 も書い てい ない。 本当に 唐突で あり
委員長のお 話か らも民 間委託 ありき 、答 申あり きとい うよう なこ
とで、アリ バイ づくり のよう な形で この 会議に 諮問さ れたの かな
というよう な思 いであ ります 。なぜ 、半 月の間 にその ように 諮問
するという よう になっ た経緯 の説明 がな されな いので は納得 でき
ません。

佐藤委員長

ここで暫時休憩 といた しま す。

佐藤委員長

会議を再開いた します 。

佐々木教育 長

各委員の皆様 には、 本当 にご迷 惑おか けいた して おりま す。先
ほども話の 中で 会議の 案内で 諮問書 につ いて一 言も触 れてい なか
ったことは お詫 びいた します 。今日 は諮 問書を 委員長 さんに お願
いいたしま した が、教 育委員 会では こう いった 考え方 でいる とい
うことでご 理解 いただ き、中 身につ いて は、民 間委託 云々で はな
く、現在の 近代 文学館 のあり 方につ いて お考え いただ きたい と思
います。図 書館 の運営 にもい ろいろ 課題 等があ ると思 います 。そ

れらについ て毎 回審議 してい ただい てい ると思 います が、さ らに
それらを深 くお 話して いただ いて、 それ をまと めたも のが答 申に
なろうかと 思い ます。 そうい った考 え方 で委員 さん方 のいろ いろ
な希望、要 望等 を一つ の形と して表 して いただ くこと をお願 いし
たいという こと であり ます。 従いま して 、先ほ どの１ ０月ま で答
申いただき たい という ことを お話し しま したが 、その 部分に つい
ては撤回さ せて いただ きたい と思い ます 。これ から協 議して いく
中で臨時に 、あ るいは 本当に ご無理 をお かけす ること があろ うか
と思います が、 お願い 申し上 げたい と思 います 。
佐藤委員長

従来行ってきた 審議会 の内 容を深 める、 その深 めた 内容を 教育委
員会で参考 とす るとい う方向 のよう です のでご 理解い ただき たい
と思います 。そ れでは 次の（ ２）平 成２ ６年度 事業報 告につ いて
事務局の方 から 説明を お願い いたし ます 。

草刈主幹

資料に従ってご 説明い たし ます。
（小牛田図書館 につ いて資 料に従 って事 業報 告につ いて説 明）

伊勢館長

（南郷図書館に つい て資料 に従っ て事業 報告 につい て説明 ）

斎藤委員

絵本の読者層は 幼児で すか 。

伊勢館長

幼児と小学校の ３、４ 年生 ぐらい までで す。幼 稚園 の子ど もさん
だとお母さ んが 読んで あげ、 小学校 の低 学年だ と自分 で読め るの
で自分読む とい う感じ です。

斎藤委員

読者層というの は最初 から 絵本は 絵本と いうよ うに 、対象 を絞っ
た形で読者 層を 開拓し ていく のです か。

伊勢館長

三輪車コース、 自転車 コー ス、車 コース の３段 階に 分けて 幼稚園
でも読める 絵本 １５冊 、その 次に小 学校 低学年 向けで 、その 次に
中学年が読 める ぐらい にして ありま す。

斎藤委員

お話ししたいこ とは、 大人 が読ん で楽し める絵 本、 どうい う層の
人達が読ん でい るのか 。また 子ども だけ が来て その本 を選択 して
読んでいる のか 。親子 で選択 して読 んで いるの か。そ ういう デー
タもあって 欲し いと思 います し、児 童書 という と小学 校６年 生ま
でをいうの です か。

草刈主幹

児童書 は子ど もの本 とい うのが ありま すが、幼稚 園から 読める 本、
小学生低中 高、 中学生 、高校 生と、 子ど もの本 は高校 生まで を考
えます。中 高生 向けを ヤング アダル トと いう分 野にな ってお り、
こちらはか なり 濃い層 なりつ つあり ます 。さき ほど絵 本の対 象と
いうことで した が、乳 幼児向 けの本 につ いては 先ほど 伊勢の 方か

ら説 明し たよ う に赤 ちゃ んが 読 むか ら親 子 さん も一 緒に 読 みま す。
年齢も必ず しも 小学校 になっ たから 一人 読みす るので はなく 、小
学生が親と 一緒 に読む ような 内容の 本も たくさ んあり ます。 人権
の本とか戦 争の 本、例 えば第 ２次世 界大 戦だけ でなく 、今世 の中
でどういっ たこ とでい ろいろ な人達 が争 ってい るのか とか、 それ
をどのよう にそ こにい る人達 は乗り 越え てきた のか、 マララ さん
の話とかマ ンデ ラさん の話と かそう いっ たもの の絵本 が世界 に広
まっており ます 。
斎藤委員

わかりました。 絵本と いう のは皆 様方が 考えて いる 絵本で はない
と思います 。年 齢層に かかわ らず、 子ど もがい るいな いにか かわ
らず、普通 の本 として 購入し てきて 読ん でいる という ことが 非常
に多くなっ て来 ていま す。近 年、特 に大 人の読 者層が 非常に 増え
てきて、大 人に も見て 、読ん で、耐 えら れるよ うな絵 本が非 常に
増えてきて いま す。ど ういう 層が読 んで いるの かとい うこと に非
常に興味が あり ます。 そうい う統計 も取 って欲 しいと 思いま す。
私は児童書 とい う表現 が嫌い です。 児童 という のは、 学校教 育で
は小学校の 子ど も達を 指す言 葉で、 幼児 、児童 、生徒 、学生 とな
ります。亡 くな りまし た灰谷 健次郎 なん かは児 童文学 と言わ れる
のを非常に 嫌っ ていた 作家で した。 だか ら私が 知りた いのは 児童
書がいくつ 、絵 本がい くつ、 どのよ うな タイト ルがで たとい うだ
けではなく 、こ ういう タイト ルの本 はど のよう な層の 人達が 借り
て行ったか とい うよう な資料 が欲し いで すよ。

草刈主幹

今の統計では年 齢層ま での 統計は とれま せん。 この 本は何 冊まで
はわかるの です が、何 歳代の 方が借 りて いった かとい うのは 今の
システム上 では とれる 状況に はあり ませ ん。今 のとこ ろこの よう
な統計しか でき ないよ うにな ってお りま す。

千田委員

傾向としまして は、私 は「 おひざ にだっ こ」で ０歳 から３ 歳まで
お世話をし てい ますが 、バッ クいっ ぱい に借り ていく 方もお られ
まして、親 子で 絵本を 読むの だと思 いま す。そ の本は 幼児か ら大
人まで読む 可能 性ある と思い ます。 私達 は読む ときに 新しい 本を
取り上げる ので すが、 大人の 人向け の絵 本で「 死ぬ」 という テー
マの本を読 んだ のです けど、 牛を食 べた り、豚 を食べ たりす るこ
とを赤ちゃ んに お話し できる ような 絵本 でした 。広い 層の方 が絵
本を手に取 るよ うにな ってい ると思 いま す。私 達が本 を借り てい
く人を見て いる 限りで はすご く手に とっ ている なと思 います 。そ

れから図書 館の 人から 言われ たので すが 、新し い本も いいの です
が、古い名 作も 手にし てみま せんか と言 ってく れるの で、そ うい
う本もいい なと も思い ます。
斎藤委員

文学館なんかは 浜田廣 介の コーナ ーもあ ります し、 非常に 懐かし
くて読んで しま うとい うよう なこと もあ ります 。

佐藤委員長

年齢層の統計は 取れな いと なると 、それ をとる ため には貸 出カー
ドを作り替 えな いとい けない という こと になり ますか 。何十 代と
かのアバウ トな 取り方 はでき ないか

草刈主幹

日本の小説を３ ０代の 人が 例えば ６００ ０冊借 りま したと いうこ
とはでます が、 この固 有の例 えば「 どん ぐり会 議」を 何歳の 人が
借りていま すと いうよ うなデ ータは でま せん。

伊勢館長

１冊ずつのデー タは取 れな いので す。こ こでデ ータ を入れ る時に
児童の一般 とか 、大人 の一般 とか区 分け をして いるも のです 。

斎藤委員

例えば「旅の絵 本」 はどう いう分 類です か。

伊勢館長

南郷は大人の絵 本に してい ます。

草刈主幹

小牛田は子ども の絵本 にし ていま す。絵 本が子 ども のコー ナーに
しかスペー スが ないの で、そ ちらに して おりま す。以 前は中 高生
向けの本棚 に置 いてい たので すが、 中高 生の利 用があ まりな く、
小学生がお 母さ んと一 緒に読 むとい うこ とで、 そちら の方に 移し
た方が利用 があ るので 調整し ました 。

斎藤委員

あれは一人で読 むなら 一般 書です ね。み んなで 集ま って読 むなら
年代は関係 ない ですね 。

千田委員

小牛田図書館に も絵本 を並 べられ るスペ ースが ある といい のです
が、冊数の 割に スペー スがな いので 、図 書館の 方も苦 労され てい
るだろうな と思 います 。もっ とオー プン にでき たら本 も選び やす
いだろうと 思い ます。

斎藤委員

「旅の絵本」は 仲間内 や親 子でコ ミュニ ケーシ ョン を取り ながら
読む本で、 静か にして 読む本 ではな いと 思いま す。そ して見 づら
いです。ぱ っと 開いて わかる 本では あり ません 。親子 どうし 仲間
内どうしで 話し 合いな がらの 本だと 思い ます。 それぞ れ個性 のあ
る絵本がい っぱ いあり 、その 普及の 仕方 もそれ ぞれ一 つ一つ 違う
絵本なので 、そ の広め 方、普 及の仕 方に も工夫 しても らいた いと
思います。

古内委員

Ｐ１３の統計の 中に 町外の 利用の 方も入 って いるん ですか 。

草刈主幹

町外の方も入っ てい ます。

古内委員

そのうち町内の 利用 者何割 かわか ります か。

草刈主幹

確実な数字はわ からな いの ですが 、下の 方に町 外の 登録者 数がで
ています。 全体 で２割 弱ぐら いの登 録者 数にな ってお ります 。こ
れは通勤通 学さ れてい る方を 含めて の数 字にな ってい ますの で、
全体の１割 ぐら いは町 外の方 になり ます 。町外 の方、 大崎広 域の
方にはある 程度 制限が ありま す。１ 世帯 でカー ド１枚 。通勤 通学
されている 方は 別で、 もう１ 枚作れ ます 。それ から、 貸出冊 数日
数に関して は同 じです が、予 約とリ クエ ストが できな い状況 にな
ります。予 約が 多く入 ると町 内の皆 さん へ提供 しにく いとい うこ
とで、美里 町だ けでな く大崎 地域全 体で ルール のもと に行っ てい
るという状 況で す。貸 出冊数 が伸び たと しても 制限の 中での 伸び
ということ にな ります 。

古内委員

大崎市古川の図 書館が 新築 になる という ことを 大分 前に聞 いたの
ですが、大 崎市 からの 利用者 が多い ので はない かと思 います が。

草刈主幹

旧古川の方たち は大崎 市民 図書館 に行く ことが 多い ですが 、鹿島
台、松山、田 尻の方 は美 里町に 来るこ とが多 いよ うです。鹿島台 、
松山の方は 南郷 図書館 、田尻 の方は 小牛 田図書 館、涌 谷の方 は両
方の近いと ころ に行く ようで す。声 とし て上が ってい るのが 予約
できないと いう ことで すが、 それを 受け 入れる 体制が 出来て いな
い状況にあ りま す。

古内委員

一般書で高価な ものが ある と思い ますが 、大崎 広域 とかで 分担し
て買い、他 は買 わない という ような 効率 的な本 の買い 方はし てい
ますか。

草刈主幹

本のリクエスト とかも 頂き ます。 高いだ けでは なく て専門 的な本
もきますが 、こ ちらの 方でも 選書の 段階 で判断 して、 必要な 本で
あれば購入 いた します 。そう でない もの につい ては県 立図書 館に
リクエスト して 県で用 意して 提供し てい ただく ように なって いま
す。県内全 体で 市町村 立図書 館がリ クエ ストい ただい たもの につ
いては県立 図書 館に依 頼をか けるル ール になっ ており ます。 それ
でも、購入 でき ない場 合は国 立国会 図書 館や大 学図書 館から 借り
受けるとい うよ うにな ってお ります 。

佐藤委員長

それでは、事業 報告に つい てよろ しいで すか。 では 次に（ ３）平
成２７年度 事業 計画に ついて お願い しま す。

草刈主幹

資料に従ってご 説明 いたし ます。
（資料に従って 事業 計画に ついて 説明）

佐藤委員長

他に質問ござい ません か。 なけれ ば（４ ）平成 ２７ 年度の 要覧つ
いてご説明 お願 いしま す。

末永館長

資料に従ってご 説明 いたし ます。
（資料に従って 要覧 につい て説明 ）

佐藤委員長

要覧について何 かござ いま すか。 町の教 育の教 育委 員会の 図書館
のところに つい ては視 聴覚会 議室が ない が、図 書館の 方には 視聴
覚会議室活 用が あるの ですが 、これ は教 育委員 会の方 で抜け てし
まったので すか

末永館長

その通りだと思 いま す。以 後気を 付けま す。

佐藤委員長

（５）その他に つい てお願 いしま す。

古内委員

先日、新聞記事 で見つ けた のです が、こ の機会 にお 伺いし ようと
思ってお りま した。雑誌ス ポンサ ー制 度とい うのが あるそ うで す。
この記事に よる と白石 市図書 館と迫 図書 館と登 米図書 館と蔵 王町
立図書館が 表示 してい るとこ ろです 。内 容は図 書館に 多く雑 誌の
代金を企業 に団 体に寄 付して もらい 、か わりに 企業名 を明記 した
カバーを雑 誌に かけて 利用者 にＰＲ する という ような ことで す。
メリット、 デメ リット あると は思い ます が、こ ちらの 図書館 では
どうでしょ うか 。

草刈主幹

雑誌スポ ン サー だ けで な く 、他 に もレ シ ート の 裏に 広 告 を載 せ ると い
うような こと を や って い ると こ ろも あ り ます 。 スポ ン サー 集 めが 難 し
いようで すが 、 検 討し て いく 価 値も あ る かと 思 いま す 。登 米 、迫 な ど
の状況も 情報 を 入 れて 検 討し て いき た い と思 い ます 。

古内委員

活用でき れ ばと 思 い まし た 。

佐藤委員 長

その他何 か ござ い ま せん か 。

末永館長

図書館の あ り方 の 会議 の 日 程を 皆 様の 都 合に よ り決 め さ せ頂 け れば と
思います 。

佐藤委員 長

８月２７ 日 （木 ） 午 後２ 時 から は どう で しょ う か

委員全員

よろしい で す。

佐藤委員 長

大分時間 が かか っ た ので こ の辺 で 終了 し てよ ろ し いで し ょう か 。

委員全員

はいよろ し いで す 。

末永館長

今日は事 務 局の 不 手際 が あ り大 変 申し 訳 なく 思 って お り ます 。 今日 は
長い時間 あり が と うご ざ いま し た。

上記会議の内 容に相 違ない ことを 証す るため 、ここ に署名 しま す。
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