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（１）審議 結果
・答申書（案 ）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

委員 長、 副 委員 長が 欠席 なの で、 ど なた かに 今日 議長 にな っ てい
ただきたい ので すが、 古内委 員、斎 藤委 員、如 何でし ょうか 。

斎藤委員

質問が結構ある のです みま せん。

古内委員

それでは私が議 長を進 めさ せて頂 きます 。

伊勢 館長

今日 は委 員 長も 副委 員長 も欠 席と い うこ とで 、急 きょ 古内 委 員の
議長 で第 ４ 回目 の近 代文 学 館運 営審 議 会を 進め たい と 思い ます 。
古内委員よ りご 挨拶を お願い します 。

古 内議 長

皆 さん こん にち は。 晴 天の 霹靂 で議 長を 進め させ て頂 きま す。 皆
さん の協 力の も と進 めて 行き た いと 思い ます の で、 よろ しく お願
いします。

古内 議長

それ では 、 会議 録署 名委 員を 決め た いと 思い ます 。ま だや っ てい
ない方はお りま すか。

各委員

皆やりました。

古内 議長

それ では 、 もう 一度 戻り まし て斎 藤 委員 、廣 瀬委 員ど うで し ょう
か。

斎藤委員

はい、わかりま した 。

廣瀬委員

はい、わかりま した 。

伊勢館長

では協議事項に つい て、よ ろしく お願い しま す。

古内議長

答申案について 説明 をお願 いしま す。

斎藤委員

委員長さん欠席 の中 、諮問 案をど のよう にも ってい ったら 良いの
でしょうか 。

草刈主幹

答申案を討議し て頂 いて、 結果を 委員長 に諮 るよう になり ます。

斎藤委員

今日の討議で答 申案 の結果 ができ るわけ です か。

草刈主幹

この答申案でよ ろし いとな れば、 委員長 にも 見てい ただく ように
なります。

斎藤委員

文章上は良く整 理さ れ、ま とめら れてい ると 思いま すが、 わかり
にくい部分 やも っとも 力を入 れてい くこ ともあ ると思 います 。こ
の諮問のそ もそ もの趣 旨が最 後の４ 行だ けにし か触れ られて いま
せん。図書 館の 運営形 態はど うする のか 、どう したら 良いの かと
いうことを ４行 だけに しか示 してい ませ ん。他 の自治 体の様 子等
についても 、わ かりや すく膨 らませ て答 申書の 案をま とめら れた
ら良いので はな いでし ょうか 。今ま での 論議で は民間 委託は 反対
だとされて いま すが、 この文 章では 時期 尚早と 書かれ ていま す。
それではい つか は民間 委託し てもい いの ではと 、捉え られか ねな
いので、こ の場 で文章 の表現 を決定 する わけに はいか ないと 思い
ます。委員 長が 出席し たとこ ろで、 まと めた方 がベス トだと 思い
ます。

草刈主幹

答申をまとめる にあ たり、 皆さん にご意 見頂 いた中 で、民 間委託

というとこ ろも 含めて 答申し なけれ ばな りませ んが、 委託の 前に
図書館をど のよ うにし て行く かとい うこ とに大 きく時 間を割 いて
来たと思い ます 。それ につい ての皆 さん から意 見をま とめた よう
な形にした つも りでし た。近 代文学 館、 南郷図 書館を どのよ うに
して町民の 皆さ んに親 しまれ る施設 にし て行く かとい うとこ ろが
問われてい るの かと思 います 。
斎藤委員

教育委員会が運 営形 態とい う言葉 を挙げ てき たのは 、運営 の仕方
を違った形 にし たいと いう思 いがあ った からだ と思い ます。 だか
らこそ諮問 され ている ような 文面に なっ たので はない かと思 いま
す。

末永館長

言葉や文章につ いて は、そ れほど の思い はな いと思 います 。もっ
と素直に考 えて 良いの ではな いかと 思い ます。

廣瀬委員

諮問書の中には 図書 館の運 営形態 と書い てあ るわけ ですか ら、こ
こに 対し ても き ちん とし た我 々 の意 見を 入れ て欲 し いと 思い ます 。

古内議長

委員長、副委員 長が 不在で すので 、今回 で最 終的な 承認と いうこ
とは保留し た方 が良い と思い ます。 今日 は答申 案につ いて審 議し
て頂いて、 付け 加える ところ は加え 、削 除する とこは 削除し て行
くというよ うな 内容で 進めて 行くと いう ことで 、良い のかな と思
います。次 回の 会合で 答申案 の決定 とい うこと でよろ しいで しょ
うか。

各委員

よろしいです。

古内議長

日程的な期限は あり ますか 。

末永館長

大体年度内には 決定 したい と思っ ており ます 。

古内議長

はい、わかりま した 。

斎藤委員

諮問事項の二つ 目の 「図書 館の運 営形態 と来 館者を 含む町 民サー
ビスのあ り方 につい て」と対 象者 を二重 に言っ ていま す。
「 来館者」
というのは 町外 の方を 言って いるの でし ょうか 。そう だとす れば
「来館者」 とい うのは 必要な いので はな いかと 思うの ですが 、わ
かりにくい 表現 です。 来館出 来る、 出来 ないに かかわ らず、 その
サービスを 享受 してい る人、 という 文言 の方が わかり やすい と思
います。

末永館長

来館者以外にも 来館 できな い利用 者がい らっ しゃい ます。 来館困
難者サービ スと いうも のも実 施して いま すが、 その他 にも各 学校
へのサービ ス、 出前サ ービス 等、そ のよ うなも のを含 めてと いう
ことになり ます 。

草刈主幹

他にも美里町に 在勤 、在学 されて いる方 、千 葉亀雄 等につ いて調
べに来られ る方 、他の 自治体 の方等 、町 民以外 の方も ここを 利用
されますの で、 そうい った方 も含め てと いうこ とにな ります 。

斎藤委員

前回、国からの 補助 金がな くなっ た影響 につ いて聞 いたと ころ、
補助金は申 請に 基づい て支給 される もの であっ て、町 として は申
請したこと はな いとの ことで した。 その 後よく 考えて みたの です
が、当時は 補助 金の必 要性は なかっ たの でしょ うか、 または 使用
目的が厳密 で利 用でき なかっ たので しょ うか。 わざわ ざ補助 金と
いう制度が あっ たにも かかわ らず利 用し なかっ たのは どのよ うな
ことですか 。よ く何々 を入れ て欲し いと 言うと 予算上 大変だ から
とか、正規 の職 員を入 れて欲 しいと 言う と財政 難だか らと言 われ
ますが、廃 止す る前に 申請す るべき だっ たので はない かと思 いま
す。申請制 度だ からと 言って おきな がら 、なぜ 申請し なかっ たの
か改めて伺 いた いと思 います 。

草刈主幹

当時の図書館の 補助 金制度 は、Ｉ Ｃチッ プ入 れるた めの補 助金制
度や図書館 シス テム導 入の補 助制度 で、 県内で 申請し た所は あり
ます。資料 費や 人件費 に対す る補助 はな く、申 請して いると いう
例は、私の 知る 範囲で は無か ったと 思わ れます 。学校 と公共 図書
館を同じシ ステ ムで稼 働する という よう なもの だと認 められ やす
いところは あり ました が、そ ういう 点で 言いま すと、 ここの 図書
館は施設面 でも きちん と整っ ていま した し、図 書館シ ステム も稼
働していま した 。ただ し一度 だけで すが 、図書 館シス テムを 導入
するときに 補助 金を活 用致し ました 。

斎藤委員

美里町に合致す る補 助金制 度では なかっ たと いうこ とです か。

草刈主幹

その通りです。

伊勢館長

ＩＴ化が騒がれ た頃 に図書 館だけ でなく 、公 民館や 地区館 でも補
助金がおり る時 期があ りまし た。タ ッチ パネル で会議 室の空 き状
況が別の地 区館 でも見 られる という もの でした が、そ の後に 補助
事業がなく なっ て撤去 された という 状況 です。

古内議長

よろしいですか 。答 申書（ 案）の （１） これ からの 近代文 学館の
あり方につ いて の文案 につい て審議 頂き 、次に （２） につい て審
議頂くとい うこ とでよ ろしい ですか 。

委員全員

はい、よろしい です 。

古内議長

それでは、答申 書（ 案）の （１） これか らの 近代文 学館の あり方
について、 事務 局より 説明願 います 。

草刈主幹

≪資料に従って （１ ）のこ れから の近代 文学 館のあ り方に ついて
説明≫

古内議長

ありがとうござ いま す。今 の説明 でご意 見、 ご質問 等あり ません
か。

斎 藤委 員

千葉亀 雄記念 文学 室とい う段落 ですが 、専門 的に千 葉亀 雄を調 査、
研究する職 員が 配置さ れてお らずと いう のは配 置して 欲しい とい
う意味な ので しょう が、これ は非 常にハ ードル が高い と思 います。
いわゆる司 書と いう肩 書だけ でなく 、千 葉亀雄 に詳し い人、 興味
を持った人 、特 化した 職員の 配置を 求め ている のかな という よう
な感じもす るし 、一般 の司書 を新た に配 置して 千葉亀 雄の研 究、
資料収集等 がで きる職 員を今 後育て てい くとい う内容 なのか 曖昧
さがありま す。 ただ単 に専門 職員を とい われて も司書 を増や して
欲しいとい うこ とでは ないよ うな気 がす るので 、文章 の作り 方も
大切なのか なと 私は思 います 。ただ 単に 司書の 補充だ けでは 説得
力がないと 思い ます。 また有 志の研 究グ ループ の状況 を書い てい
ますが、研 究グ ループ の公営 化の問 題と いうの は別の 問題で 、答
申書に載せ るこ となの かなと 私は思 いま す。そ のグル ープが 一生
懸命現在千 葉亀 雄の研 究をな さって いる という ことに は敬意 を表
しますが、 ここ の文章 表現に 対して は似 つかわ しくな いので はな
いかと思い ます 。

古内議長

この辺について 他に ご意見 ござい ません か。
この専門職 員と いうの は、隣 の大崎 市の 古川に ある吉 野作造 記念
館をイメー ジし ている のかも しれま せん 。あち らには 専門の 学芸
員やスタッ フの 方がい て、中 央の方 から 学者を 呼んで 講演会 や企
画展示等の 活動 をやっ ている ようで すが 、ここ では千 葉亀雄 の資
料の消失を 防ぎ 、訪れ た人に 詳しく 説明 できる 人が欲 しいと いう
ことだと思 いま す。吉 野作造 記念館 のよ うに広 げてい くのは 難し
いとは思う ので すが、 何か肉 付けし てい くとい う意味 合いを 込め
ていらっし ゃる のでし ょうか 。

草刈主幹

これは皆さんに 協議 して頂 いたも のが基 本に あるの で、出 来るだ
け意思を反 映し たもの にしよ うと思 い、 このよ うな内 容にし まし
た。専門的 な知 識を持 った職 員を配 置し て業務 をする となる と不
明な点もあ りま すが、 皆さん のお話 の内 容を考 慮して 入れた もの
です。図書 館の 中で千 葉亀雄 記念文 学室 が薄れ ている 状況の 中で
このような 表現 をしま した。

古内議長

確かにそのよう な議 論があ りまし たので 、内 容に意 見を反 映させ
たというこ とで すね。 近代文 学館が 図書 館と千 葉亀雄 文学室 、町
民ギャラリ ーを 含めて 発足し たのは この 大崎地 区でも 早かっ たと
思います。 そう いう意 味で伝 統の灯 を消 さずに もっと 育て、 より
充実させて いく ことを 一町民 として 願っ ている ところ です。 千葉
亀雄記念文 学室 を核に して、 他の郷 土の 偉人や 、さら に後世 の人
を含めて紹 介し ていく 、そう いう方 法も あると 思いま す。

斎藤委員

そういう方向に なれ ば名実 共に近 代文学 館と いう呼 び名も 恥ずか
しくない形 にな って、 胸を張 って近 代文 学の施 設と言 えるの では
ないかと思 いま す。千 葉亀雄 に関す るこ とは司 書より も学芸 員が
欲しいと思 いま す。

末永館長

現在の状況では 司書 は図書 館、千 葉亀雄 記念 文学室 は事務 職が担
当しなけれ ばな りませ んが、 事務職 は人 事異動 の対象 ですか ら、
ある程度慣 れた ところ で異動 という 例が 多くあ ります 。人事 異動
の対象外と して 千葉亀 雄に係 わって いけ る学芸 員の配 置を要 請し
て行きたい と思 ってい ます。 千葉亀 雄さ んにつ いて腰 を据え て担
当できる立 場の 職員が 欲しい という のが 本音で す。

伊勢館長

現在は図書館と 町民 ギャラ リーの 業務は 出来 ている 状況で すが、
千葉亀雄の とこ ろだけ 置き去 りにさ れた ような 感じで す。問 い合
わせを頂い ても 回答が 難しい という のが 現実な ので、 館長が 言っ
たように人 事異 動の対 象にな らない 学芸 員とか の配置 が必要 だと
思います。

斎藤委員

博物館には常設 展と 特別展 の二通 りがあ りま す。常 設展は 一年中
同じ展示を 行い 、特別 展は他 から借 りて 来たり 、新た な資料 の展
示したり等 の二 つの形 態で回 してい ると いうの が実態 として ある
と思います が、 千葉亀 雄記念 文学室 おい ても町 民ギャ ラリー を使
えばできる よう な気が します 。それ を年 に１回 とか２ 回開催 する
中で、その 蓄積 で吉野 作造記 念館を 目指 して少 しでも 近づけ るよ
うな文化の 拠点 に出来 ないも のかと 思っ たりし ていま す。

梁川委員

千葉亀雄の時代 の思 想家の 講演を 1 回打 ち上げ てみれ ば、 そのよ
うな人員の 必要 性がわ かるの ではな いで しょう か。吉 野作造 記念
館の館長に 講演 をお願 いすれ ば、ど こに でも出 掛けま すとい う方
なので、気 兼ね なく受 諾する と思う ので すが、 １回で も良い ので
やってみて はい かがで しょう か。資 料を 部分的 にお借 りして 、こ
ちらで整理 しま すので いかが でしょ うか 、とい うよう な感じ で行

えばどうで しょ うか
古内議長

現スタッフで対 応出 来るか どうか という こと と時間 が取れ るかど
うかが問題 にな ると思 います 。今は 図書 館の運 営の方 に８割 ９割
取られてい る状 況の中 でいか がでし ょう か。

末永館長

検討させていた だく という ことに なりま す。 借りて きたも のを取
り扱える職 員の 有無、 設備と いうこ とも 問題に なりま す。展 示す
るケースも ない 状況の 中で、 貴重な 資料 を貸し てくれ るのか 疑問
に思います 。

古内議長

千葉亀雄記念文 学室 の方は 開館当 時から 新し い企画 展とか が展開
されていま せん 。休眠 状態を 活性化 させ る、そ ういう ことが 必要
ではないか と思 います 。

斎藤委員

そこが誰でも出 来る という わけで はなく 、専 門的知 識があ って、
千葉亀雄の こと をよく 知って いて、 そし て近代 文学に 興味を 持っ
た人が必要 だと 思いま す。資 格を持 つ、 持たな いは別 にして 、そ
こが前提だ と思 います 。そし て資格 を持 ってい れば、 なおさ ら良
いと思いま す。 そうい う余裕 が今の 図書 館の職 員の中 には無 いの
かなと思い ます 。千葉 亀雄記 念室と いう のがき ちんと あるの だか
ら、余裕の 有る 無しに 係わら ずやら なけ ればな らない ことは 皆さ
ん重々知っ てい ると思 います 。そう いう ところ をうま くフォ ロー
しつつも要 求と して練 り上げ た文章 にし て欲し いと思 います 。

草刈主幹

ここを特化して 書い ている ところ が反対 に足 かせに なって いるよ
うなので、 いく つかの 要素を 含めた 形で 職員を どう配 置して いく
か、その中 に千 葉亀雄 記念室 の意味 合い 、重要 性から 職員の 必要
性について いう 形で考 えてみ たいと 思い ます。

斎藤委員

日常的に誤解を 生む のでは ないか と思う のは 、専門 の職員 が配置
されていな いか ら、有 志の民 間の研 究グ ループ が研究 を行っ てい
ると、その よう に受け 取られ かねま せん 。民間 の研究 者を否 定し
ているわけ では ありま せんが 、民間 の方 と職員 とが一 緒にな って
研究、資料 収集 等が出 来るよ うな体 制が 必要だ と思い ます。 ここ
では民間の 人が 高齢化 してお り大変 だ、 だから 専門の 研究員 を配
置して欲し いと いう言 い方に なって いる ので、 この民 間の研 究グ
ループと一 緒に なって 研究で きる職 員の 配置を お願い したい 、そ
して将来的 には 共に学 習を積 んで本 格的 な学芸 員にな り、専 門の
担当者にな れる ような 道を探 ってい くと いうよ うなま とめ方 にし
て欲しいと 思い ます。

古内議長

これは有志の研 究グ ループ の民間 の方で すが 、こう いう研 究も専
門職員がい れば 、支援 したり 、広め たり 、発展 させた りでき ると
いう考え方 なの かなと 思いま す。

斎藤委員

実際は逆にその グル ープが 職員を 育て、 その 中で学 んだ職 員が成
長し、名実 とも に千葉 亀雄記 念文学 室の 専門職 員にな って行 くの
ではないか と私 は思い ます。

古 内議 長

それで は、時間も おし ている ので、（１ ）の これか らの近 代文学 館
のあり方に つい ては以 上でよ ろしい です か。

委員全員

よろしいです。

古内議長

それでは、（２ ）につ いて説 明願 います 。

草刈主幹

≪資料に従って （２ ）の図 書館の 運営形 態と 来館者 を含む 町民へ
のサービス のあ り方に ついて 説明≫

古内議長

ここまでで何か あり ました らよろ しくお 願い します 。何も ないで
すか。

委員全員

ないです。

古内議長

次に運営基本方 針を 実現さ せるた めの図 書館 運営に ついて 説明願
います。

草刈主幹

≪資料に従って 運営 基本方 針を実 現させ るた めの図 書館運 営につ
いて説明≫

古内議長

ここまでで何か あり ました らよろ しくお 願い します 。梁川 委員さ
んどうぞ。

梁川委員

ちょっと教えて 欲し いです けど、 個人情 報に 関して 個人の 貸し出
しの履歴は 何年 保存し ている のです か。

末永館長

返却の時点でな くな ります 。

梁川委員

全部クリアにな るの ですね 。マイ ナンバ ーと の連動 でどん なこと
がうまくな いで すか

草刈主幹

連動しての利点 が見え ない ことで す。履 歴が見 えな い中で 、現在
貸し出し中 のも のだけ がマイ ナンバ ーで 管理さ れると なると 、ど
ういった運 用が 出来る のか不 明です 。図 書館と しては 、カー ドの
作り直しや 書誌 データ の変換 等の問 題も ありま す。図 書館シ ステ
ムは単独で 動い ていま すので 、図書 館と して不 自由さ はまっ たく
ありません 。

伊勢館長

３年に１度、有 効期限 更新 のため に住所 確認と して 免許証 や健康
保険証の提 示を 求めら れた経 験があ るか と思い ますが 、その 場合
には顔写真 付き のマイ ナンバ ーカー ドも 利用で きると 思いま す。

梁川委員

例えば、Ａさん が借り てい る本を 警察が 来て見 せる という ことは
できますか 。

草刈主幹

礼状がない限り 見せ ません 。

梁川委員

はい、わかりま した。

古内議長

これはメリットもあまり感じられないし、むしろ変更する 手間
がかかると うい ことで すね。

斎藤委員

メリットも感じ られな いの も事実 だと思 うので すけ れども 、イン
ターネット で調 べると 日弁連 の会長 がマ イナン バーに ついて 声明
を出してい ます 。大事 な中身 はプラ イバ シー権 の侵害 の危険 性が
極めて高い と言 ってい ます。 現在は 使う 意思が ないと いうお 話で
すが、首長 が変 わった り、館 長が変 わっ たりす ると、 それを 利用
しようとす れば 使用で きる。 マイナ ンバ ーにつ いては 常に個 々人
も警戒を持 った 方が良 いとい うこと でし ょう。 危険性 はある とい
うことです 。そ れから 「図書 館の自 由」 につい て質問 がある ので
すが、前回 の会 議の時 に『絶 歌』の 話を しまし たが、 そうい う図
書を入れる か入 れない かの審 議はど こで するの か。そ して入 れな
いことに決 まれ ば図書 館の自 由は妨 げら れない のでし ょうか 。ま
た自由を守 るた めには どうし たら良 いの か。そ して『 絶歌』 を入
れないとい うこ とを最 初に決 めたと は、 逆にマ スコミ 等の報 道で
首長とか議 会の 反応を 見て、 図書館 自体 が自主 規制す る動き が実
際あったそ うで すが、 そうい う動き にな れば「 図書館 の自由 」と
いうのが損 なわ れてい ると言 えなく もな いです ね。実 際この 本は
良い本だ とか 悪い本 だとか 、町民 に見 せたく ない判 断とい うの は、
図書館の 職員 だけで は出来 ないの では ないで しょう か。や はり「 図
書館の自由 」を 守るの も図書 館員だ けで はなく 、町民 一丸と なっ
て守るべき もの だと思 います 。その よう な場合 、この ような 審議
会みたいな もの に諮る のです か。

梁川委員

選書決定を許可 するの は誰 なので すが

草刈主幹

館長になります 。

梁川委員

それについては 運営 審議会 を通し ていま せん ね。

草刈主幹

はいそうです。 資料 収集に 関しま しては 、こ こに安 定した 継続図
書館運営の ③で も載せ ていま すが、 通常 の選書 になり ますと 日常
業務上どう いっ た本が 動いて いるか とか 、世の 中でど ういっ た本
が話題にな って いるか とか、 流通が どう なって いるか とか、 いち
早く情報を キャ ッチす るよう にして おり ます。 先ほど 話があ った

「絶歌」で すと か、週 刊誌に 少年事 件が 載った りする と、個 人の
名前とか顔 写真 とかが 報道さ れます 。か つて酒 鬼薔薇 聖斗事 件が
報道され、 図書 館界で もどう いった 取扱 いをし ようか となり 、例
えば閉架書 庫に しまっ たり、 ホッチ キス で留め たり、 黒塗り をし
たりとかの 対応 が過去 にあり ました 。今 では報 道が個 人の情 報を
どう操作す るか によっ て私達 もその 資料 をきち んと把 握する ので
すが、基本 的に 要望が あり、 一般に 出版 されて いれば 、そし てリ
クエスト等 があ れば提 供する という 形を 最優先 に考え ていま す。
知る権利と いう ところ は保障 しなけ れば なりま せん。 ただし 、そ
れをずっ と書 架に配 架する かとい うと、本の内 容によ って 判断し、
個人情報に もな るので 、閉架 書庫に 入れ てリク エスト があっ たら
配架する とい うよう なこと も案件 ごと に考え ます。例 えば 小牛田、
南郷図書館 だけ で判断 するの ではな く、 県立図 書館や 日本図 書館
協会に問い 合わ せ、ど ういっ た意見 があ るか広 く調査 をかけ 、取
扱いの判断 材料 にして おりま す。図 書館 の職員 だけで 決める ので
はなく、様 々な 図書館 の動き を見て 判断 してお ります 。
古内議長

プライバシー侵 害で 訴えら れた事 件があ って 、裁判 所の方 から出
版停止とか 、そ ういう 処分を でたと きは どうし ますか 。

草刈主幹

書架からは外し ます が、廃 棄まで はしま せん 。出版 停止に なった
としても、 資料 として 見たい という 人が いるか もしれ ないの で、
その時々に よっ ては出 すこと もあり ます 。

古内議長

最終的な判断が どこ になる のです か。ま た年 数が大 分経っ てから
認められた 事例 もある ので廃 棄まで はし ないと いうこ とです か。
これは、運 営基 本方針 を実現 させる ため の図書 館運営 の中の １安
定した継続 的な 図書館 運営の ③の図 書館 の公平 性・中 立性の もと
選書と、⑤ の個 人情報 の保護 という とこ ろです か。

草刈主幹

そうです。それ で③ のとこ ろで後 で出て くる かもし れない のです
が、民間の 受託 した会 社がか なり偏 った 選書を してい るとい うこ
とがありま した 。司書 ではな い人が 思想 に偏っ て選書 し、一 定の
思想家の本 を全 部廃棄 してし まった とい う例も ありま す。選 書を
するという のは 、ただ 単にリ ストか ら本 を選ぶ のでは なく、 実際
の業務をし た上 で、公 平性・ 中立性 に基 づき客 観的に 本を選 ぶこ
とです。図 書館 の公平 性・中 立性の 必要 性、重 要性と いうと ころ
でここには 挙げ ていま す。

古内議長

先日のツタヤは 佐賀 県でし たか。

草刈主幹

神奈川県の海老 名市 です。

古内議長

決められた分の 本を 買わな ければ ならな いが 、時間 がない という
ことで、適 当に 選書し 、一例 ですが 、ず いぶん 古くな った資 格試
験の本を買 い入 れてい たこと もあっ たよ うです ね。他 に何か あり
ますか。

斎藤委員

③の図書館の公 平性 、中立 性とい うとこ ろな のです が、各 政党で
出している 機関 紙があ り、こ こにも 入っ ていま すが、 私は全 政党
の機関紙を 購入 して欲 しいと 思いま す。 無料で 提供し てもら うの
ではなく、 有料 で購読 すべき だと思 いま す。政 党とい うのは 機関
誌紙の売り 上げ で活動 してい る面が あり 、それ が当た り前の こと
だと思うの で、 寄贈と いうよ り購入 して 全政党 の機関 紙をそ ろえ
た方が良い と思 います 。特定 の機関 紙だ けやる と逆に 公平で はな
いのではな いか 、とい う批判 も起こ らな いとは 限りま せん。 来年
の国政選挙 から １８歳 に投票 権が引 き下 げられ ます。 その時 に高
校生等が気 軽に 政党の 機関紙 を読ん で自 分の投 票する 政党を 選択
するという よう なメリ ットも あり、 その ような 役割も 今後の 図書
館として必 要で はない かと思 われま す。

古内議長

これを③の文章 のな かに入 れて欲 しいと いう ことで すね。 ２の誰
でもが利用 しや すい図 書館に ついて はよ ろしい ですか 。

斎藤委員

２の誰でもが利 用し やすい 図書館 の③の 高齢 者に限 定して いる大
活字本や朗 読Ｃ Ｄにつ いて、 これは 高齢 者だけ じゃな いので 、別
のところに も書 いてあ るので すが、 視覚 障がい 者とか 聴覚障 がい
者とか、そ うい う人達 にもわ かるよ うな まとめ た方が いいの では
ないでしょ うか 。

古内議長

③の「高齢者の 利用 が増加 傾向に ある中 」を 削除し て、次 のとこ
ろから「 大活字 本や朗 読ＣＤ など の資料 の利用 が増加 して います。
その要望に 応え るため にも資 料の充 実を 図る必 要が考 えます 」と
し、全体的 にこ こが利 用され ている とい うよう に表現 を変え てみ
てはいかが でし ょうか 。高齢 者と限 定し ないで 全体的 に増加 して
いるという よう にして はいか がか。

斎藤委員

朗読ＣＤなので すが 。これ は発売 されて いる ＣＤな のです か。

草刈主幹

そうです。

斎藤委員

金額的にいくら 位す るもの なので すか

草刈主幹

２，０００円か ら３ ，００ ０円位 です。

斎 藤委 員

高いの だと４ ，０００ 円、５ ，００ ０円で す 。古典 のもの だとか 、

有名な俳優 が朗 読して いるも のとか は高 くなり ますね 。
草刈主幹

新潮社等の大手 出版 社で出 してい るもの だと かなり 高くな るので
すが、朗読 ＣＤ を専門 に扱っ ている とこ ろの物 は、そ れほど は高
くありませ ん。

斎藤委員

私が言いたいの は、 町内の 朗読ボ ランテ ィア でそう いうＣ Ｄを吹
き込んでも らえ ないか という ことで す。 町内の 誰々さ んが読 んだ
ＣＤですと なれ ば親し みもわ くので はな いでし ょうか 。

千田委員

県の図書館では 利用 者さん から要 望され た１ 冊をＣ Ｄにし ていく
ということ はあ るます 。

梁川委員

朗読のスキルを 身に 着けた 人でな いとい けま せんね 。

草刈主幹

町の広報紙等を 朗読 されて いる方 はいま す。

伊勢館長

「広報みさと」 と「 議会だ より」、「社協 だよ り」は 町のボ ランテ
ィアさんが 月に １回集 まり、 社会福 祉協 議会で ＣＤに 録音し てい
ます。小牛 田図 書館と 南郷図 書館に それ を置い て貸し 出しで きる
ようになっ てい ます。

斎藤委員

聞く方も、話す 方も 、読む 方も良 いです ね。 どちら も魅力 があっ
て良いと思 いま す。

古内議長

２番について何 もな ければ ３番に いきた いと 思いま す。

草刈主幹

先ほど千葉亀雄 の件 があっ たので ３の② のと ころを 直した いと思
います。

古内議長

それでは大分長 くな ってし まいま したの で最 後のと ころや ってよ
ろしいです か

委員全員

はい、よろしい です 。

草刈主幹

≪資料に従って 最後 のまと めにつ いて説 明≫

斎藤委員

現在、非常勤職 員の 業務量 は全体 の割合 から 考える と大き い、だ
から専門知 識を 持つ職 員を配 置した 方が 良いと いうこ となの です
が、それに まっ たく異 存はな いので すけ れども 、現実 にいる 非正
規職員の方 を安 定した 身分に するこ とに よって 正職員 とのコ ミュ
ニケーショ ンが より活 発にな って、 地域 に密着 した共 によい 図書
館づくりが 推進 ができ ると私 は考え てい ます。 そのた めには 非常
勤職員の雇 用期 間を定 めない 雇用と し、 年１回 のベー スアッ プと
か、有給休 暇を １年ご とに定 めて、 雇用 条件を 考え直 して欲 しい
と思います 。１ 年契約 だから ３月の 末日 までで はなく 、雇用 期間
を定めず、 少し は正職 に近づ ける勤 務形 態にし て欲し いと思 いま
す。

千田委員

正規職員の前に 非常 勤職員 の雇用 条件の 改善 と正規 職員の 司書の
配置を考え て欲 しいと 思いま す。非 常勤 職員の 待遇基 準はど うな
っているか わか りませ んが、 先程出 たよ うな待 遇改善 をして 欲し
いと思いま す。

斎 藤委 員

雇用期 限を定 めな いとい うこと は、つ まり何 年間か 働い てもら い、
それだけ安 心し て勤務 できる 、それ だけ 住民サ ービス が向上 する
ということ と同 時に、 職場の 民主的 な環 境づく りの向 上にな ると
私は考えま す。

末永館長

図書館だけでは なく 、幼稚 園、保 育所、 児童 館等、 関係す るすべ
ての部署が 関係 してき ます。 非常勤 職員 の雇用 期間を 定めな い雇
用が可能な のか 不明で ありま す。

梁 川委 員

諮 問書 の中 にこ うい う雇 用条 件 とか を踏 み込 んで 良い もの なの か、
私達に権利があ るか 権限が あるか どうか 疑問 です。

千田委員

今の図書館の運 営を 維持し 、さら に発展 的に 運営し てもら うため
に必要不可 欠な 条件だ という ことで 話し 合いを してい たと思 いま
す。切実に 人的 配置が 必要だ という こと から意 見が述 べられ てい
ると思いま す。 権限が あるか どうか の問 題では ないと 思いま す。

末永館長

非常勤職員に触 れる と非常 勤職員 が前提 とい うこと になり ます。
図書館とし ては 基本的 には正 職員の 配置 を希望 してい ます。

斎藤委員

非常勤が全体の 仕事 量から すると 非常に 大き いもの となっ ていま
す。であれ ば出 来るだ け賃金 は正規 職員 に近づ けるよ うな方 向が
あっても良 いの ではな いのか なと思 いま す。そ こに対 しての 表現
なのです。 それ から雇 用問題 につい て、 ここで 話し合 う権限 があ
るかどうか とい う意見 が出さ れまし たが 、少な くとも 図書館 の運
営形態、つ まり 民間に 売り渡 しても いい かとい う諮問 を受け てい
るときに、 職員 の雇用 の問題 こそ逆 に重 要な問 題では ないの かな
と私は思い ます

古内議長

まとめの後半の とこ ろの「 時期尚 早」の 文言 につい て意見 があれ
ば出して頂 けれ ばと思 います 。

草刈主幹

民間委託に移行 する のは時 期尚早 という とこ ろをす るべき でない
というよう な表 現に改 めたい と思い ます 。また 書き方 として 文章
の表現を分 け、 運営審 議会の 総括と か、 強く要 望する ものと か、
そのような タイ トルを もう一 つここ に掲 げ、結 論とし ました とい
うような表 現に 直した いと思 います 。

古内議長

魅力ある町づく りと か、地 方創生 とか言 われ 、保育 の待機 児童の

解消とか、 産業 の育成 とかい ろいろ あり ますが 、町の 魅力の 中に
図書館の充 実と いうも のもあ るので はな いかと 思いま す。そ うい
うものも大 切に し、発 展させ ていく とい うのが 正しい 方向で はな
いかと思い ます 。図書 館を民 間委託 する という のは、 ある意 味で
切り捨てに なる と思い ます。 生き死 にの 問題に 係わら ないと ころ
ではありま すが 、そう いう観 点から 頭を 切り替 えるこ とも大 切だ
と思います 。
梁 川委 員

１歳３ ヶ月の 子ど もに本 をプレ ゼント する「 ブッ クハロ ー」、大 変
良いこと だな と思い ますが、絵本 の選書 はどこ でやっ てい ますか。

伊勢館長

図書館の職員が 行っ ていま す。年 度ごと に絵 本を選 び、１ 年間同
じ本を差し 上げ ていま す。

末永館長

事業にあうよう な本を 専門 に出版 してい るＮＰ Ｏ法 人があ り、そ
このリスト から 選書を してお ります 。

草刈主幹

１歳位の赤ちゃ んに 合った 本はた くさん ある のです が、そ の中で
も専門に長 く活 動して いるＮ ＰＯ法 人な ので、 良い選 書をし てい
ます。松井 のり こさん や林明 子さん とい う古典 のもの や新し い作
家さんのも のが あるの で、そ ういっ た中 から選 ぶよう にして いま
す。絵本と 一緒 にアド バイス 集とい う読 み聞か せのメ リット 等を
書いた冊子 もプ レゼン トして いるの で、 絵本を 単に渡 すので はな
く、親子や 家族 の触れ 合いや 本の楽 しさ を知る 契機を つくる とい
うことにも つな がって います 。

梁川委員

安心しました。

古内議長

その他何かあり ます か。な ければ 諮問さ れて いる図 書館の 運営形
態につきま して は、委 員の総 意に基 づい て、現 状の形 態を変 更し
ないと付記 して おくこ とを確 認し、 以上 で答申 （案） につい て終
わりたいと 思い ます。 次回の 日程で すが 、委員 長一任 でよろ しい
ですか。

委員全員

はい、よろしい です 。

古内議長

それではこれで 終わり ます 。ご苦 労様で 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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