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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

定刻 にな り まし たの で第 ５回 美里 町 近代 文学 館運 営審 議会 を 開催
した いと 思 いま す。 まず 初 めに 佐藤 委 員長 より ご挨 拶 頂き ます 。
よろしくお 願い します 。

佐藤 委員 長

今年 初め て の顔 合わ せと いう こと で 、よ ろし くお 願い しま す 。運
営審 議会 も もう ５回 目と い うこ とで 答 申書 を出 す最 後 の話 し合 い
とい うこ と のよ うで す。 前 回は 都合 が 悪く 、出 られ な い状 態で し
た。 気に な って いた 部分 も あり まし た が、 今回 の答 申 書案 を見 た
ら直 って い たの で一 安心 し てい ます 。 非常 に立 派な 答 申書 が出 来
たな と思 っ て読 ませ て頂 き まし た。 今 日が 最後 とい う こと で十 分
な審 議を し 、教 育委 員会 に 皆さ んの 共 通意 思の もと に 提出 した い
と思います ので よろし くお願 いしま す。

伊勢 館長

続き まし て 署名 委員 の指 名に つい て です が、 委員 長の 指名 に より
決めたいと 思い ます。

佐藤 委員 長

一回 りし たよ う なの で、 古内 委員 さん 、千 田委 員さ ん いか がです
か。

古内委員

はい、わかりま した。

千田委員

はい、わかりま した。

伊勢 館長

古内 委員 さ ん、 千田 委員 さん よろ し くお 願い しま す。 では 議 事に
ついては、 佐藤 委員長 の議長 でお願 いし ます。

佐藤 委員 長

教育 委員 会 に最 終的 なま とめ とい う 形で 答申 書を 出し ます の で、
事務局の方 から かいつ まんで 説明を お願 いしま す。

末永館長

今回は事前に資 料は お送り しませ んでし たが 、前回 の資料 で指摘
のあった部 分を 訂正し ており ます。 また 読みに くい部 分や誤 字、
語句の訂正 等行 ってお ります が、文 意的 には変 わって いない と思
います。詳 しく は草刈 の方か ら説明 申し 上げま す。

草刈主幹

≪答申（案）の 資料 に従っ て変更 点につ いて 説明≫

佐藤委員長

「千葉亀雄記念 文学 室から 企画展 示など を行 ってい くこと も必要
であると考 えま す」ま での６ 行につ いて 何かご 意見、 ご質問 等あ
りますか。

佐藤委員長

特になければ通 過し てよろ しいで すか。

委員全員

何もありません 。

佐藤委員長

２の「誰でもが 利用 しやす い図書 館」の 「③ 老人ホ ーム入 居者か
ら大活字本 の充 実を図 ること が必要 と考 えます 」まで の３行 につ
いて何かご 意見 、ご質 問等あ ります か

佐藤委員長

何もありません か。 それで はこれ につい ても 了承と いうこ とでよ
ろしいです か。

委員全員

はい。

佐藤委員長

次に３の「町 民が 参加す る図書 館運営 」の ②の「 千葉亀 雄につ い

てのところ から 体制づ くりが 必要で ある と考え ます」 までの ３行
について何 かご 意見、 ご質問 等あり ます か。
委員全員

何もありません 。

佐藤委員長

最後のところの 近代 文学館 運営に 関する 総括 のとこ ろにつ いて何
かご意見、 ご質 問等あ ります か。

佐藤委員長

はい、廣瀬委員 。

廣 瀬委 員

一つ聞 いてよ ろし いです か。３ の①の ３行目 の「信 頼関係 のもの 」
でよろしい ので しょう か。

草刈主幹

間違っておりま した 。「信頼 関係 のもと 」に直 してお きま す。

佐藤委員長

他にありますか 。は い、斎 藤委員 。

斎藤委員

最後の近代文学 館運 営に関 する総 括の中 で、 ２行目 の「適 切な資
料の収集保 存整 理と情 報提供 サービ スが 重要と なり、 業務に は専
門的な知識 と経 験を持 つ司書 の役割 も重 要とな ります 」とあ りま
すが、重要 とい う言葉 が二つ 出てき てい るので 、別の 言葉に 置き
換えて頂け れば と思い ます。 また、 その 中の上 から５ 行目の 「非
常勤の職員 が継 続的に 雇用さ れ、ス キル を積み 重ねて いくこ とが
大切です」 のと ころに ついて 、非常 勤職 員が将 来正規 職員の 道も
開けるよう な配 慮をお 願いし たいと 思い ます。 新規に 正規司 書を
求めるのも 大事 ですが 、非常 勤の方 が正 規に上 がれば 、町に 対す
る愛情や愛 着と いうも のを沸 いてく ると 思うの で、そ ういう 形を
作って頂き たい し、そ れが恒 常的な 施策 になっ ていけ ば非常 勤の
方のやる気 もさ らに出 てくる のでは ない かなと 思いま した。

佐藤委員長

重要、重要と２ つ重 要とで てくる ところ 言葉 を変え てお願 いしま
す。

末永館長

はい、わかりま した 。

佐藤委員長

斎藤委員さんが おっ しゃっ たこと は、話 し合 いの中 で出て きまし
た。長年、 非常 勤職員 として 正規の 職員 並みに やって いる方 もい
ますし、そ の人 達の実 績や能 力を長 く生 かして いきた いとい う願
いもありま す。 頑張っ ていけ ば正規 の職 員にな る道が 開かれ てい
る、その ような ことも 考慮し て欲 しいと 思いま す。そ れらの 文言、
表現もきち んと 盛り込 まれた ら良い ので はない かと思 います 。

末永館長

その部分は職員 を増 員して 欲しい という こと ではな く、非 常勤職
員の安定し た雇 用を求 めると いう意 味で す。最 も安定 した雇 用と
しては正規 職員 という ことに なりま すが 、町の 図書館 の職員 募集
は公務員と して の募集 となり 、公募 、競 争が原 則とな ります 。広

く募集し、 公平 に機会 を与え ること にな ります 。長く 非常勤 職員
を務めたか ら正 規職員 へとい うのは 難し いとこ ろでは ないか なと
思います。
斎藤委員

正職員を募集す る場 合、選 考の中 に現在 非常 勤職員 として 仕事を
している人 を加 えて欲 しいと いう意 味合 いなの ですが 。

末永館長

もちろん公募で すの で、非 常勤職 員とし て現 在働い ている 方も応
募すること が可 能です 。特別 扱いは 出来 ません が、長 く務め てい
ることが選 考の 要素の 一つに なるこ とは あるか もしれ ません 。し
かし、あえ て答申（ 案）に盛 り込む ことが 必要 かとい うこと です。

草刈主幹

他の自治体の図 書館 でも正 職員の 募集を かけ ている ことが ありま
すが、非常 勤職 員を長 く務め たから 正職 員にな れると いうこ とは
ありません 。正 職員の 募集に 際し、 経験 年数を 条件と するこ とは
ありますが 、そ れは自 治体の 図書館 の考 え一つ です。 全国の 図書
館を見ても 非常 勤職員 から正 規職員 に上 がると いうの はケー スと
して見受け られ ません 。館長 も話し たよ うに皆 にチャ ンスを 与え
る公募とい うが 原則に なりま す。

末永館長

それが公平な募 集に なりま す。

佐藤委員長

それは役場職員 の正 式採用 になる という こと ですか 。正式 採用に
なって図書 館の 配属に なると いうこ とで すか。

末永館長

司書の募集があ れば 、当然 それに 申し込 んで いただ くとい うこと
になります 。初 めから 司書と しての 募集 になり ます。

斎藤委員

この文章からす ると 、非常 勤職員 が継続 的に 雇用さ れスキ ルを積
み重ねてい くこ とが大 切であ ると書 いて あるの は当然 のこと だと
思うのです が、 スキル を積み 重ねて いく 先はや はり非 常勤と いう
ことではな いと 思いま す。繰 り返し にな ります けれど 、すぐ にや
っていただ きた いとい うこと ではな く、 将来的 な課題 として 正職
になれるよ うな 扉を開 けてお いて欲 しい 、そう いう配 慮があ って
も良いので はな いかと 思いま す。

末永館長

スキルを重ねて きた ことや 蓄積さ れてき た能 力は、 図書館 の財産
として生か して 道を探 ること も必要 だと いうこ とだと 思いま す。
そのような 主旨 であれ ば、文 章的な 工夫 は出来 るかと 思いま す。
その辺のと ころ は後で 検討さ せてい ただ いてよ ろしい ですか 。

佐藤委員長

スキルを安定的 に生 かされ る工夫 なり配 慮が 必要で す。

斎藤委員

スキルを磨くと いう のは本 人の為 でもあ るし 、町の 財産に もなる
と思います 。

佐藤委員長

非常勤の人達が 一生 懸命や ってい ること が生 かされ るよう な場を
少しでも配 慮し ていか なけれ ばなら ない という ことを 表現し て頂
ければと思 いま す。

佐藤委員長

その他何かあり ませ んか。 なけれ ばこの 辺で 答申（ 案）に ついて
はよろしい でし ょうか 。

委員全員

よろしいです。

佐藤委員長

それでは答申書 の方 をよろ しくお 願いし ます 。

事務局

はい、わかりま した 。

佐藤委員長

その他として皆 さん の自由 な全般 的な意 見を お願い します 。

古内委員

今後の流れを伺 いた いと思 います 。答申 （案 ）が教 育委員 会に出
された後、 教育 委員会 では最 終的な 意見 を書い て町長 の方に 出す
のですか。

末永館長

町長の方に出す かど うかわ かりま せんが 、今 回の答 申（案 ）を参
考にして教 育委 員会と しての 方針と いう ものを 策定致 します 。そ
れに従って 今後 図書館 運営を 進めて いき ます。

広瀬委員

少し古い新聞で 福島 県の矢 祭町で 「もっ たい ない図 書館」 という
のが開館さ れた という のを見 ました 。一 概には 言えま せんが 、図
書館に蔵書 を寄 付した いとい う家庭 もあ ると思 います 。それ を全
部もらえと いう ことで はない のです が、 かなり 貴重な 本をお 持ち
の方もいら っし ゃると 思いま す。そ れを 図書館 に寄付 したい とい
う申し出が あれ ば、ど のよう な対応 をす るのか 伺いま す。

草刈主幹

寄贈に関しては 震災 後に多 くあり ました 。多 いのは 百科事 典と全
集で、百科 事典 は４０ 年ぐら い前の もの がほと んどで した。 情報
的に活用で きな いので お断り をして おり ます。 古い資 料の中 で、
地域資料と して 重要な ものは 受け付 けま した。 ここ数 年の小 説や
実用書につ いて は、図 書館ま つりの 際に リサイ クルと して皆 さん
にお分けす る、 それで も残っ た場合 は焼 却処分 とする という 承諾
を得てか ら頂 くよう にして います 。段ボー ルで５ 箱 、6 箱と 多く持
って来る方 もい ますが 、大体 は情報 的に 古く、 破損と か虫食 いと
かがあり、 図書 館とし て貸し 出し出 来る かとい うと難 しいと ころ
があるので 、そ のよう な場合 は寄贈 は受 け付け ており ません 。以
前は寄託と 寄贈 という ものが ありま して 、寄贈 は図書 館が全 部処
分するので すが 、寄託 という のは預 けた 人の許 可がな いと処 分出
来ないとい うも ので、 現在は 基本的 には 寄託は 受け付 けてお りま
せん。

広瀬委員

例えば「火花」 とか 買って あるの ですが 、そ ういう のを持 って来
たらどうで しょ うか。

草刈主幹

佐伯泰英の「居 眠り 磐音」 とか、 予約と か沢 山入る のです が、文
庫本なので 皆読 みや安 く、読 んだか ら図 書館に どうぞ と持っ て来
てくれるお じい さんも います 。新し くて 人気の 本は、 ぜひお 願い
します。

梁川委員

図書館はリサイ クル センタ ーでは ないの です から、 住民も 意識を
持って頂く と良 いので はない かと思 いま す。

草刈主幹

本を持って来て 頂く にも労 力が必 要です し、 お断り するの に心苦
しい面もあ りま す。説 明をき ちんと して 皆さん に負担 をかけ ない
ようにして おり ます。 ただ中 には掘 り出 し物も ありま す。

伊勢館長

南郷図書館は地 域資 料が少 なかっ たので すが 、その ような 資料を
集めていた 方の ご遺族 から連 絡があ り、 何冊か 持って 来たこ とが
あります。 話だ けでは 状態が わから ない ので現 地で確 認させ てい
ただき、頂 く場 合もあ れば、 お断り する 場合も ありま す。

佐 藤委 員長

震災の 時に蔵 の整 理をし、貴重 な本を 見つけ たこと があ りまし た。
あのような 資料 が眠っ ている 場合も あり ますし 、ゴミ として 捨て
られるケー スも ありま した。 その辺 を見 分け、 図書館 で保存 して
頂きたいと 思い ます。 古いか ら皆ガ ラク タでは なく、 貴重な 物が
眠っている 場合 もあり ます。 貴重な 資料 を保存 し、活 用して いく
ことが大事 にな ってく ると思 います 。
他に何かあ りま すか。 なけれ ばこれ 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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