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（１）審議 結果
・教 育委 員会 か らの 諮問 事項 に つい て各 委員 が意 見 を述 べ、 答申 書 作成
の準備とし た。

（２）詳細 な意 見
伊勢 館長

美里 町第 ２ 回目 の近 代文 学館 運営 審 議会 を開 催致 しま す。 委 員長
よりご挨拶 をお 願いし ます。

佐 藤委 員長

前 回の 会議 の中 で教 育 長さ んや 館長 さん から 話が あり まし たが 、
要す るに 今後 の 近代 文学 館、 図 書館 のあ り方 に つい て、 その 辺の
ご意 見を 率直 に 聞か せて くだ さ いと いう こと で はな かっ たか なと
思い ます 。そ の 中で 委託 化な ど につ いて も考 え ると いう こと だと
思い ます が、 図 書館 の取 組み 等 を理 解し ない う ちに は判 断は でき
ない と思 われ る ので 、ま ず図 書 館の 現状 につ い ての 資料 と指 定管
理者 導入 につ い ての 資料 、こ の 二つ をメ イン に 検討 して いた だき
たい と思 いま す 。さ っく ばら ん にご 意見 を出 し 合っ て頂 けれ ばと
思います。 よろ しくお 願いし ます。

伊勢館長

それでは、会議 録署名 委員 の指名 につい て委員 長よ りお願 いしま
す。

佐藤委員長

まだ、やってい ない 清野さ と梁川 さん、 よろ しくお 願いし ます。

清野委員

はい、わかりま した 。

梁川委員

はい、わかりま した 。

伊勢館長

それでは、会議 録署 名委員 は清野 さんと 梁川 委員と いうこ とでよ
ろしくお願 いい たしま す。協 議につ いて 、委員 長が議 長にな って
進めていた だき たいと 思いま す。

佐藤委員長

まず、図書館の 方か ら説明 をお願 いしま す。

斎藤委員

その前に前回頂 いた 諮問書 は白紙 撤回さ れた のです が、文 書番号
は消えない そう です。 どのよ うなコ メン トを添 付して 残され てい
るのかとい うこ とをお 尋ねし たいと 思い ます。

末永館長

まず、諮問につ いて は撤回 されて おりま せん 。前回 、教育 長が取
り消したの は答 申の期 限につ いてあ り、 諮問が 撤回さ れた訳 では
ありません 。

佐藤 委員 長

もう 一回 確 認し ます 。諮 問書 は撤 回 され てい ませ んの で、 諮 問内
容で ある 近 代文 学館 のあ り 方や 図書 館 の運 営形 態の あ り方 につ い
ては 答え て いか なけ れば な りま せん 。 その 中の １０ 月 頃ま でに ま
とめ てい た だく とい う期 限 につ いて は 撤回 であ って 、 諮問 自体 が
白紙撤回さ れた 訳では ありま せん。

斎藤委員

はい、わかりま した 。

末永館長

本当に純粋に図 書館 を良く するた めの答 申を 出して いただ きたい
ということ であ ります 。

斎藤委員

はい、わかりま した 。

佐藤委員長

それでは、美里 町近 代文学 館・南 郷図書 館の 現状に ついて 説明を
お願いしま す。

末永館長

前回お配りした 資料 の補足 等につ いて、 担当 の者か ら説明 させま
すのでよろ しく 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 美里 町近代 文学館 ・南郷 図書 館の現 状につ いて説
明）

佐藤委員長

ありがとうござ いま した。 後程一 人一人 から ご意見 いただ きたい
と思ってお りま すが、 欠席の 古内委 員か ら文書 でご意 見いた だい
ております 。実 際の利 用者と して、 現状 につい ての感 想を書 いて
おります。 皆さ んもこ のよう な形で お話 してい ただく と助か りま
す。自分な りに 見たり 聞いた り、あ るい は指定 管理者 導入な どを
併せて、古 内さ んのよ うに皆 様から もご 意見を いただ くとあ りが
たいのです が、 その方 向でよ ろしい です か。

委員皆様

はい、よろしい です 。

佐藤委員長

それでは、お話 を進 めてい きたい と思い ます 。古内 さんの 資料の
②番からい きま す。

斎 藤委 員

理由の 前に意 見が ありま すが、意見に ついて はまっ たく 賛成で す。

佐藤委員長

では意見の方か ら入 りたい と思い ます。 一部 で指定 管理の 導入の
意見もある かも しれま せんが 、皆さ んの 意見を 聞きた いと思 いま
す。安部委 員さ んいか がです か

安部委員

よくわかりませ んが 、民間 委託は 難しい ので はと思 います 。

佐藤委員長

次に清野委員さ んど うぞ。

清野委員

文化会館は指定 管理 になっ ていま すが、 全国 的にみ ても図 書館の
民間委託は 難し いので はない でしょ うか 。

佐藤委員長

次に沖田委員さ んど うぞ。

沖 田委 員

民間委 託につ いて は反対 です。職員の 皆様が 一生懸 命や ってい て、
成果がでて いる のに、 民間委 託とい う話 がでる のには 疑問を 感じ
ております 。

佐藤委員長

次に千田委員さ んど うぞ。

千田委員

委託化は必要な いと 思いま す。

佐藤委員長

次に広瀬委員さ んど うぞ。

広瀬委員

かなり頻繁に利 用さ せてい ただい ている ので すけれ ど、今 の体制
とかサービ ス内 容を見 ていま すと、 あえ て委託 するよ うなこ とは
必要ないと 思い ます。 図書館 ではか なり ご相談 にのっ ていた だい
ております 。非 常に細 かいこ とを司 書の 方に相 談しま すが、 的確
に資料を表 示し てくれ るとい った具 合で 、かな り勉強 してい ると

思いました 。仕 事以外 でもか なりの 情報 収集を してい るのだ と思
います。情 報収 集とい うと、 どうし ても ＩＴと かパソ コンと かに
なりますが 、対 人間の 中で作 られて きた 財産も 大きい のでは ない
かと思いま す。 そうい う意味 でも美 里町 の職員 さんは かなり レベ
ルの高いの では ないか と思い ます。 あえ て民間 委託す ること によ
って今の体 制を 崩した くない と思い ます 。
梁川委員

皆さんと同じよ うに 図書館 は収益 を目的 にや ってい るので はない
ので民間委 託は なじま ないと 思いま す。 それで 図書館 の予算 は図
書館で使う 方向 でやっ ていた だくよ うに お願い します 。

佐藤委員長

私も含めて全会 一致 で民間 委託は 必要な いと いうこ とにな りまし
たが、これ を機 会に指 定管理 者制度 につ いて勉 強して 行きた いと
思います。 導入 された ら具体 的にど うい った点 が良い のか、 悪い
のかを勉強 した いと思 います 。沖田 さん はいか がです か。

沖田委員

それと関係ある かも しれま せんが 、ＮＰ Ｏに 委託さ れた施 設があ
りますが、 機能 が低下 し、職 員の質 も下 がり、 従来と 比べて 雲泥
の差があり ます 。そう いう意 味で図 書館 の民間 委託は 反対で す。

斎藤委員

ＮＰＯ法人より さら に利潤 を追求 する株 式会 社が参 入する 恐れも
あります。 そう なれば 行政機 関と同 じよ うに貸 出禁止 とか、 そう
いう処分も 株式 会社が 行うよ うにな りか ねない ので注 意して いか
なければな らな いと思 います 。

千田委員

デメリットの方 が多 いよう に思い ますが 、こ のほか のデメ リット
についても 教え ていた だきた いと思 いま す。

佐藤委員長

教育委員会の専 門の 職員で はなく 、民間 業者 の職員 が置か れるよ
うになりま す。 責任の 所在等 も不明 確に なるか もしれ ません 。

斎藤委員

図書館を含めた 指定 管理制 度につ いての メリ ット、 デメリ ットで
すが、メリ ット に書い てある ところ が、 必ずし も図書 館を利 用す
る者にとっ ての メリッ トには ならな いと ころが 非常に あると 思い
ます。一つ は運 営コス トの低 下の中 で職 員給与 の引き 下げ、 これ
は町民と職 員と の分断 を図る 政策に もな るし、 それか ら職員 の士
気もなくさ せる ような 感じが し良く ない なと思 います し、若 年労
働者の増加 とい うこと は最低 賃金で 雇用 できる ような アルバ イト
みたいな人 を雇 おうと してい るのか 、い わゆる 契約期 限の定 めの
ある人間を 探し ている のか、 そうい うこ とを考 えると 指定管 理制
度のメリッ トと して挙 げてい るメリ ット は、私 達が考 えてい るメ
リットとは 程遠 いと考 えます 。

佐 藤委 員長

そのと おりで すね。ワーキ ング プアを 生みだ してい ると 思いま す。

草刈主幹

ここに挙げてい るメ リット は、図 書館学 の先 生が挙 げてい る一例
を参考にし てい ます。 これは 「図書 館側 から見 たメリ ットで はな
いメリット 」と いう書 き方を してい ます 。例え ばコス ト削減 はメ
リット言わ れま すが、 反対か らデメ リッ トとし て挙げ るとワ ーキ
ングプアに もな るし、 賃金が 低けれ ば離 職率を 高くな る。そ うす
ると、継続 的な 雇用が 望めず 、司書 の専 門的業 務の形 骸化に も繋
がって行き ます 。同じ ところ 見たと きに メリッ ト、デ メリッ ト両
方がある。 その ような 考え方 でここ では 挙げさ せてい ただき まし
た。またメ リッ トの「 民間の ノウハ ウの 活用」 という ところ で、
民間ノウハ ウを 持って いる人 たちが どの 程度い るかと いうこ と問
題となりま す。 ある東 北の町 では委 託化 したと ころ地 域の自 動車
産業の工場 が請 け負っ たそう ですが 、業 務内容 がよく わから ず円
滑な図書館 運営 が出来 なくな り、直 営に 戻した という 事例が あり
ます。大き な市 の図書 館では 窓口業 務が 委託さ れ、そ れを管 理し
ている側は 利用 者の質 問等に 一切口 を出 しては いけな い、答 えて
はいけない とい うこと もあっ たそう です 。今ま でやっ てきた 細か
なサービス 等、 当たり 前のこ とが出 来な くなる という ことが 懸念
されます。

斎藤委員

図書館というも のを 知らな い株式 会社、 例え ばビル 管理会 社等、
そういう図 書と はまっ たく縁 のない とこ ろから 委託業 者を持 って
くるという こと も無き にしも 有らず とい うこと なので すか。

草刈主幹

それは仕様書の 問題 になる と思わ れます 。そ れから ノウハ ウを持
つ大手の会 社が 図書館 サービ スを受 託し ている ような ところ でも
利益が上が らな ければ 撤退す るとい う話 も聞い ていま す。企 業で
すからお金 にな らない ところ は撤退 する ようで す。図 書館は 利益
を追求する 施設 ではな いと思 うので すが 。

佐藤委員長

業者は町から委 託費 をもら って運 営しま すが 、利益 を上げ るため
には人件費 を削 減する ほかな い。

千田委員

南郷図書館では 正規 の常勤 の司書 が欲し いと いうの が現状 です。
非常勤の人 達が 頑張っ て正規 の職員 にな ってい くとい うのが 希望
です。経費 の削 減より も、そ のよう な道 筋を作 る経費 が必要 だと
思います。

広瀬委員

今、本離れとか 活字 離れと いうの がかな り騒 がれ、 子ども 達が活
字から離れ てい ます。 本を読 まなく なっ ている 中で美 里町の 図書

館はかなり 頑張 ってい ると思 います 。出 前で児 童館に 行った り、
保育所に行 った りする 様子を 目の当 りに してい ます。 手作り で温
かい雰囲気 で本 とか、 活字に 触れさ せよ うと姿 勢が良 いなと 思い
ました。そ れか ら民間 に委託 された 場合 、新刊 を入れ るとき に思
想的な公平 性を 担保さ れるか 心配に もな ります 。いろ いろ面 から
考えたとき に、 ちょっ と怖い 部分も ある ように 思いま した。
佐藤委員長

基本的に図書館 法に 基づく 図書館 は、思 想信 条にか かわら ず公平
にやってい かな ければ なりま せん。

広瀬委員

財政面や経済面 から 見て行 った場 合に、 ある 方向に 行って しまう
恐れもあり ます よね。

佐藤委員長

実際ありました 。民 間委託 された ところ で意 識的に 特定の 図書を
全部排除し た事 件があ って裁 判沙汰 にな ってい ます。 公の図 書館
ですからそ うい うこと では困 ります 。

千田委員

とにかく美里の 図書 館の職 員の方 のレベ ルが 高いの は全県 的に評
価されてい て、 読み聞 かせの 講習会 に行 こうと すると 地元で 方が
もっと良い お話 が聞け ますと か、定 員が 決まっ ている ときに 戻さ
れるような こと が、何 年も前 からあ りま す。小 牛田の 図書館 の職
員の方たち は、 お休み の日で も、県 の図 書館の 講習会 を照会 して
くれたり、 一緒 に研修 を受け たり等 、前 向きな 取り組 みをず っと
して下さっ たり してい るので 、その 人達 の待遇 改善こ そお願 いし
たいと思い ます 。

梁 川委 員

正職司 書１名 とあ ります が、2 名は 欲しい ですよ ね 。何か あった ら
大変です。 どん な組織 でも後 継者の 育成 という のは必 要だと 思い
ます。いろ いろ な違う 風を吹 かせて 行く ことが 大切な ので、 １人
だけに頼っ てな いでも っと見 通しを 持っ て近代 文学館 の人事 面で
将来を計画 して 欲しい と思い ます

斎藤委員

町立の小・中学 校で は司書 何人か いるの です か。

沖田委員

司書補がいます 。

末永館長

町内の全小・中 学校 に配置 されて います 。司 書補助 員であ り有資
格者では あり ません が、他市 町と 比べれ ば恵ま れてい る状 態です。

佐藤委員長

正職員の司書が 一人 という のはち ょっと 異常 な状況 です。 何年も
厳しい中で 一生 懸命仕 事を取 り組ん でい るので すから 、１人 でも
２人でも、 そこ から正 式に採 用にな れる という 道があ れば、 非常
勤の方もよ り頑 張って くれる と思い ます 。そう いう人 づくり とい
うか、お互 いの 自己研 さん、 総合研 修と いうも のがず っと続 いて

いくような こと が大事 です。
千田委員

私は「おひざに だっ こ」で １６年 間お世 話に なって います が、読
み聞かせの ボラ ンティ アの活 動を支 えて くれて いるの が図書 館の
司書の方た ちで す。非 常勤の 方達で もち ゃんと 私達の 要望に 応え
てくれます 。絵 本の勉 強会を して欲 しい といっ たら、 いっぱ い勉
強して昨日 開催 してく れまし た。私 達が 読み聞 かせを 子供た ちに
ちょっと新 しい 知識と 自信を 持って 提供 できる のは、 司書の みな
さんのお陰 です 。皆さ んが努 力して らっ しゃる ので、 それを 陰で
評価しても らえ るよう に言え るのは 私達 かなと 思いま す。

佐藤委員長

皆さんもご存じ のこ とと思 います が、美 里町 の図書 館はレ ベルが
高いです 。私も 千葉亀 雄の勉 強会 で大変 お世話 なって いる ですが、
ちょっと相 談す ると草 の根分 けても 探す という 、そう いう根 本的
な使命感が 感じ られま す。こ れはお 金で 買えな い財産 です。 やは
り自己研修 、総 合研修 みたい なもの を重 ね、レ ベルの 高い今 の環
境をより充 実さ せても らい、 他所か らレ ベルが 低くな るよう なも
のは持って こな いよう にして いただ きた いです 。

斎藤委員

先ほどご説明あ った 近代文 学館と 南郷図 書館 の現状 につい て若干
質問させて いた だきた いので すが、 １ペ ージ目 に美里 町近代 文学
館の役割と いう ことで 各施設 の役割 があ って、 私もま ったく その
通りだと思 いま す。た だ、こ の中に こう いうも のも入 れたら 良い
のではない か、 こうい うもの を入れ てこ そ本望 なのか なとい うこ
とを思って いる のは、 近代文 学館と して の図書 館、千 葉亀雄 記念
館としての 図書 館、町 民ギャ ラリー とし ての図 書館、 それを 含め
ての複合施 設と いうよ うな思 いを持 って いるん です。 近代文 学館
として名称 を持 った図 書館は 全国広 しと いえど も美里 町にし かあ
りません。 それ で、近 代文学 館の名 称が 単なる 呼称の 問題な のか
ということ を問 いたい のです 。逆に 言う と近代 文学館 という 名称
にふさわし い近 代文学 館の資 料を収 集し て欲し いなと 思いま す。

千田委員

イメージとして はど んなイ メージ ですか 。

斎藤委員

例えば近代をど こか らもっ てくる か。夏 目漱 石とか 、戦前 とか、
プロレタリ ア文 学とか 、児童 文学と か、 様々な 起点が あると 思い
ますが、収 集の 仕方も 、作家 の選び 方も それぞ れ多種 多様に ある
と思います が、 それこ そ多く の人が 集ま って考 えて結 論を出 すの
が良いと思 いま す。

千田委員

ちょっとお聞き した いので すが、 南郷の 資料 が発見 されて 一部公

開されまし た。 満州関 係から 戦後の 資料 ですが 、文学 だけじ ゃな
く郷土史も 含め た、そ ういう ことも 入る でしょ うかね 。
斎藤委員

それも聞きたか った のです が。新 しい南 郷の 資料と いのは 戦前の
ものですよ ね。

末永館長

戦中までになり ます 。

斎藤委員

ぜひ古文書の読 める 職員や 町民を 増やし てい ただき たい。 そうす
ると現代文 学だ けでな く、江 戸時代 の現 金出納 帳のよ うなも のま
で読めて知 識の 幅が広 がるの ではな いか なとい うよう に思っ てお
ります。ま た歴 史的資 料の中 に考古 学資 料など 並べら れてい ると
思いますが 、き ちんと 図書館 とは別 の施 設を考 えてい られる よう
ですが、き ちん と市民 権ある いは町 民権 を与え て、そ の資料 を見
て学習でき るよ うな施 設とか 運営を 早期 に望み たいと 思いま す。
施設として 考え ている のは前 の理美 容学 校です よね。

末永館長

考古資料に関し ては 図書館 の資料 ではあ りま せん。 文化財 係が一
緒にいると いう ことで 置いて いる状 況に ありま す。南 郷の資 料に
関しては文 化財 の職員 が分類 しまし たが 、時代 的に完 全に古 文書
という訳で もな いし、 行政資 料とし ては ７０年 前とい う中間 的な
部分です。 それ であれ ば図書 館シス テム で管理 ができ ないか 、そ
うすれば検 索と 管理が しやす くなる とい ことで 、たま たま一 緒に
いるという メリ ット生 かした という こと になり ます。 それか ら先
程の文学館 の名 称や考 え方で すが、 大変 ありが たい意 見だと 思い
ます。しか し昨 年の会 議にお いても 同じ ような 質問が あり、 教育
長が条例の 記載 に従っ た仕事 をする こと しかで きない という よう
なお話をい たし ました とおり 、事務 職だ けの現 在のス タッフ では
対応は出来 かね ると思 ってい ます。 学芸 員等の 専門職 を採用 し、
腰を落ち着 けて やって いただ かない と難 しいと 思いま す。呼 称に
ついては近 代文 学館を 作ると きの経 緯が あり、 当時の 準備委 員会
の中で話し 合わ れてこ の名称 に落ち 着き ました 。補助 金の関 係や
複合施設と いう ことで 近代文 学館に なっ たもの と思い ます。

斎藤委員

どのような近代 文学 館にす るとい うこと では なく、 この名 称にこ
だわった方 がい るとい う話を 聞きい てい ます。

佐藤委員長

本町出身者であ り大 事な働 きをし た千葉 亀雄 さんを 残して いきた
いと願って いま す。近 代文学 館と名 前を 付けて いる以 上は精 神が
いろいろな とこ ろに出 てくる のは当 たり 前のこ とだと 思いま す。
少ない職員 の中 でもこ れだけ のこと をや ってい ます。 さらに 膨ら

ませられる よう に、も う１人 ぐらい 職員 を増や してい ただき たい
と思います 。教 育委員 会へお 話して いた だきた いと思 います 。
千田委員

審議会としては 、こ れがな ければ 発展で きな いとい うよう なこと
を報告に加 えて もらい たいで す。

佐藤委員長

発展を妨げてい るの は人が 少ない という こと ですね 。

斎藤委員

ぜひ人を増やし てい ただき たいと 思いま す。

佐藤委員長

時代とともに情 報化 の流れ になっ てきて いる ので、 ぜひ正 職員１
名を増やし てい ただき たい。

末永館長

いろいろ意見い ただ きまし てあり がとう ござ いまし た。そ の他に
も図書館の あり 方につ いて、 他にこ んな ことを したら いかが かと
か、こんな こと に努力 したら 良いの では ないか という ような ご意
見いただけ れば と思い ます。

梁川委員

レファレンスサ ービ スなん ですが 、皆さ んが おっし ゃると おりす
ばらしい と思 うんで すが、も っと 高度な ことを 求める ので あれば、
美里は人材 が豊 富なの で、少 ない予 算の 中、嘱 託だと か専門 家の
ボランティ アも 可能な のでは ないか と思 います 。

千田委員

町民ギャラリー につ いてち ょっと 夢があ りま す。ギ ャラリ ーが常
に活用され てい て、図 書館に 来くれ ば何 かに触 れられ るとう いう
環境があれ ば見 にも来 るし、 図書館 の利 用も多 くなる のでは ない
かと思いま す。 図書館 の皆さ んには いろ いろな 作品展 で全面 的に
協力してい ただ いてい ます。 この施 設は コンパ クトで すが、 見に
来るにはち ょう ど良く 、個人 的にや るに も、グ ループ でやる にも
手ごろです 。い つ来て も何か ある、 その ような 町民ギ ャラリ ーだ
ったら良い なと 思いま す。そ のよう な呼 びかけ もあっ ても良 いの
かなと思い ます 。

佐藤委員長

ギャラリーは年 間で は使っ ている 方が多 いで すか、 使って いない
方が多いで すか 。

末永館長

企画展は年間７ ，８ 回実施 します 。それ ぞれ の会期 が１０ 日程の
期間になり ます 。搬入 ・搬出 の日程 もあ ります ので、 新たな イベ
ントを入れ るの は難し い状況 です。 しか し１、 ２，３ 月頃が 少な
いので、何 かし たいと いうの はあり ます 。

佐藤委員長

他にありますか 。

末永館長

委員の皆さんか らご 意見を いただ きまし たが 、事務 局とし ても一
応の案を考 えて きまし た。委 員の皆 様と 重複す る部分 もある と思
いますが、 もし 良けれ ばこの ような もの も加え ていた だけれ ばと

思います。 それ らを加 味して 素案を お示 しした いと思 います 。
佐藤委員長

それの素案を各 委員 さんに 送って もらっ て次 の回ま で見て いただ
くことでよ ろし いので はない でしょ うか 。それ では次 回の日 程を
決めたいと 思い ます。

末永館長

１０月２９日（ 木） 午後２ 時では いかが でし ょうか 。

各委員

よろしいです。

佐藤委員長

それでは、ご意 見も 出尽く したよ うなの でこ れで終 わりた いと思
います。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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