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開

（１）審議 結果
・平成 27 年 度事業 報告に つい て説明 し承認 された 。
・平成 28 年 度事 業計画 につい て説明 し承 認され た。
・平成 28 年度要 覧につ いて 説明し 承認さ れた。
・答申書に つい て説明 し承認 された 。
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（２）詳細 な意 見
伊勢館長

それでは皆 さんこ んに ちは、平成 28 年度第 １回美 里町 近 代 文 学
館運営審議 会 を開 催致 し ます 。 先ず 初め に 会議 に先 立 ち ま し て 委
嘱状の交付 をお 願いし ます。
（教育長より新 委員 の皆様 へ委嘱 状の交 付）

伊勢館長

それでは委員 長 、副 委員 長の 選 任ま で教 育長 に 議長 を 務 め て い
ただきます 。先 ず佐々 木教育 長より ごあ いさつ を申し 上げま す。

佐々木教育 長

それでは皆 さん改 めて こんに ちは。今 日は６ 月８日 で す か 、新 年
度始まって ２カ 月と 10 日 程過 ぎまし たが、お かげさ まで 美 里 町 の
方も、特 に教 育委 員 会の 方 もそ れぞ れ 幼小 中 それ ぞれ 目 標 を も っ
て、元気に幼 稚園生 活・学校 生活を やっ ている ところ であ り ま す 。
また、近 代文 学館 あ るい は 南郷 図書 館 にお き まし ても 本 当 に 幼 児
から高齢 者の 方々 か ら、 多 数ご 利用 い ただ い てい ると こ ろ で あ り
ます。教 育委 員会 と しま し ても 町民 の 皆様 が 利用 しや す い よ う に
出来るだ け配 慮し な がら や って おる と ころ で ござ いま す が 、 今 後
も続けてい きた いなと 思って いると ころ でござ います 。さ て 、今 日
ですね、近代 文学館 の運営 審議 会委員 という ことで 、ただ い ま ９ 名
の方々にご 委嘱 を申し 上げま した。 ６月 １日か ら２年 間、 平 成 3 0
年５月 31 日ま で条例 上２ 年間お 願いす ること にな ってお り ま す 。
２年とい う短 いよ う で長 い 期間 であ り ます が 、ひ とつ 美 里 町 の 文
学館・図書館 の設置 条例に も書 いてあ ります けども 、町民 の 文 化 の
振興及び 福祉 の増 進 を図 る ため に、 こ うい っ た設 備を 設 置 し て お
ります。 その 目的 が 叶う よ うに 委員 の 皆様 方 から いろ い ろ ご 意 見
等、またご指 導を頂 ければ と思 ってお ります 。最近の 状況 を 見 ま す
と、いろん な情 報が発 達しま して、なか なか読 書活動 、い わ ゆ る 文
字を読む とか とい う こと が 、子 ども た ちの 間 でも 少な く な っ て き
ております 。例 えば、スマー トフォ ンと かパソ コンな ど、絵 文 字 な
ど私には馴 染み のない、そ うい った情 報化社 会の、便 利な ん で し ょ
うけどもは た して そ れだ けで い いの かな と 思う わ けで ござ い ま す 。
読書活動 を通 して 子 ども 達 が読 解力 、 言語 活 動等 に結 び つ く 活 動
になると思 いま す。やはり 本を 読むと いうこ とは、い かに 落 ち 着 い
て学習に 取り 組む と いい ま すか 、そ う いっ た 環境 を整 え る こ と も
大事な役 割に なる の かな と 思っ てい る とこ ろ であ りま す 。 子 ど も
から大人 まで いろ い ろ本 に 親し んで い ただ い て、 さら に 町 の 文 化
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の振興に 結び つけ ば なお よ ろし いと 思 って お りま す。 ど う か ２ 年
間ひとつよ ろ しく お 願い 申し 上 げま して 大 変簡 単 では あり ま す が 、
教育委員 会の あい さ つと さ せて いた だ きま す 。よ ろし く お 願 い 申
し上げます 。
伊勢館長

それでは委員 長 、副 委員 長の 選 任ま で教 育長 の 座長 で 進 め て 頂
きたいと思 いま す。よ ろしく お願い しま す。

佐々木教育 長

５番目の協 議に入 らせ ていた だきま す。委員 長・副委 員 長 を 選 任
いただくま で、教育 長の方 で進 行いた します ので、よ ろし く お 願 い
します。（１ ）の委 員長１ 名、副委 員長 １名と いうこ とに な る と 思
います。お手 元の名 簿の資 料が あるか と思い ますが 、９名 の 委 員 さ
ん、過日 の教 育委 員 会で 満 場一 致で お 願い し たい とい う こ と で 決
定されまし た。事務 局から 聞き ますと 新任の 委員さ んが ３ 名 で 、再
任の方が ６名 とい う こと に なっ てお り ます 。 いか がい た し ま し ょ
うか。ぜひ 、推 薦して いただ いても いい ですし 、自薦 でも よ ろ し い
ですがい かが しま し ょう か 。ど なた か こう い う方 法で 決 め て 頂 き
たいとかあ れば 挙手に てお願 いした いと 思いま す。
前年度の委 員長 さんは 退任さ れたと いう ことで すが、副 委 員 長 も
退任された ので すか。

委員

前年度の副 委員長 はい ません でした 。

佐々木教育 長

事務局、そこ ちょ っと確 認して 下さい 。

扇子館長

はい、昨年の 経過 を申し 上げさ せて頂 きた いと思 います 。５回
程の審議そ して 答申を 頂いた という 経過 がござ いまし て、実 は委
員長さんが 所要 により ご欠席 になっ たと いう経 過もあ るとい うこ
とで、やは り次 席の方 を任命 させて いた だきま してお 願いで きな
いかなとい うこ とで、 今回副 委員長 さん という 方とお 願いで きな
いかなとい う考 えでご ざいま した。

佐々木教育 長

今条例を確認 して おりま すが、 任期し かで ていな いんで すね。
委員の任期 は２ 年とし 、再任 を妨げ ない としか 書いて いない んで
すね。委員 長１ 名と副 委員長 １名を 選任 してい ただき たいと いう
ことであり ます が、そ の点皆 様ご了 承い ただけ るでし ょうか 。

委員全員

はい。

佐々木教育 長

ありがとうご ざい ます。 委員長 、副委 員長 さん。 こうし てほし
いとかこの 方に お願い したい とかな けれ ば、事 務局で 何人か あた
られた方が おる と思う ので、 その方 をこ こで案 として お示し して
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よろしいで しょ うか。 事務局 の方で よろ しくお 願いい たしま す。
扇子館長

それでは申し 上げ ます。 事務局 として の案 でござ います 。委員
長さんに千 田秀 子様に お願い したい とい う案で ござい ます。 それ
から副委員 長さ んには 新任の 青木郁 子様 をお願 いした いとい う案
でございま す。 以上で す。

佐々木教育 長

今、事務局か ら委 員長さ んに千 田秀子 さん 、副委 員長に 青木郁
子さんをお 願い したい という 案とい うこ とでご 紹介し たとこ ろで
ありますが いか がでし ょうか 。

委員全員

よろしいです 。

佐々木教育 長

ありがとうご ざい ます。 満場一 致でご 承認 いただ きまし た。ご
二方お引き 受け いただ きまし てあり がと うござ います 。よろ しく
お願い申し 上げ ます。 一言委 員長さ んの 方から ごあい さつを いた
だけますか 。

千田委員長

委員長を引き 受け ました 千田秀 子です 。前 年度ま でこの 審議会
にご出席さ せて 頂いて そのた びに、 本当 にたく さんの 事を学 ばさ
せて頂きま した 。です から、 再任さ れた 委員さ んの見 識の深 さと
いうことを 考え ますと 少し躊 躇いた しま した。 でも、 私の役 割は
皆さんのご 意見 をお聞 きして まとめ てい ければ いいの かなと いう
ことでお引 き受 けいた しまし たので 、皆 さんの たくさ んの意 見で
よい図書館 運営 ができ ますよ うにお 話合 いに積 極的に ご参加 いた
だければと 思い ます。 よろし くお願 いし ます。

青木副委員 長

新人の青木郁 子と 申しま す。15 分 前に 入って その時 に副委 員長
をというお 話を いただ きまし て、も のの はずみ で引き 受けて 恐縮
なんですが 、い ま委員 長さん が千田 さん と伺っ て、他 の分野 でも
いろいろご 指導 頂いて おりま すので 、い ろいろ 教えて 頂きな がら
やっていき たい と思い ます。 どうぞ よろ しくお 願いし ます。

佐々木教育 長

ありがとうご ざい ました 。それ では、 議長 の座を お譲り したい
と思います 。千 田さん 、それ ではよ ろし くお願 いいた します 。

千田委員長

それでは改め まし て議事 を進め させて いた だきま す。議 題は３
つ程ありま すが 、議事 録署名 委員に つい て、前 回は順 番に２ 人ず
つやるよう にな ってい ました ので今 年度 も名簿 の順番 によっ てや
っていって よろ しいで しょう か。

委員全員

よろしいです 。

千田委員長

それでは木田 さん と清野 さんお 二方に お願 いして よろし いでし
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ょうか。
木田委員

よろしいです 。

清野委員

よろしいです 。

千田委員長

よろしくお願 いい たしま す。

千田委員長

それでは議事 に入 る前に 平成 28 年度最 初とい うこと であ りま
すので、各 委員 の皆様 の自己 紹介と いう か、ち ょっと 自己ア ピー
ルをしてい ただ くとい うのは どうで しょ うか。

委員全員

よろしいです 。

各委員

（各委員さん から 自己紹 介をし て頂い た。）

千田委員長

平成 27 年度事 業報告 につい て事 務局か らお願 いしま す。

草刈主幹

平成 27 年度事 業報告 につい て資 料に従 って説 明
（2016 要覧を 基に 図書館 分につ いて平 成 27 年 度事業 報告 を説
明）

倉橋主査

平成 27 年度事 業報告 につい て資 料に従 って説 明
（2016 要 覧を 基にギ ャラリ ー分に つい て平成 27 年度 事業報 告を
説明）

伊勢館長

平成 27 年度事 業報告 につい て資 料に従 って説 明
（2016 要覧を 基に 南郷図 書館分 につい て平 成 27 年度 事業 報告を
説明）

千田委員長

ありがとうご ざい ました 。それ では、 皆様 の方か ら 27 年 度の
事業報告に つい て、伺 ってみ たいこ とが ありま したら お願い しま
す。

廣瀬委員

毎年、小学生 を対 象に手 作り絵 本教室 をや ってら っしゃ るよう
ですが、年 々み ている とかな りレベ ルが 上がっ てきて いるな あと
作品を見て 感じ ます。 去年な んかも かな りすば らしい 内容だ った
んじゃない かな と思い ます。 ファン レタ ーのコ ーナー という のが
一昨年あた りか ら出た と思う んです けれ ども、 私自身 楽しみ で、
できれば全 員の お子さ んにと 思って 頑張 って書 くよう にして いま
す。この事 業ぜ ひとも 今後も 続けて いた だきた いと思 います 。

千田委員長

好評というこ とで 。

草刈主幹

当初はキャラ クタ ーとか ポケモ ンとか が多 かった んです けれど
も、この頃 はオ リジナ リティ ーあふ れる 作品が 多かっ たです けれ
ども、私た ちも 感動し たり泣 きそう な感 じにな ったり する大 変い
い作品もで たの で、ぜ ひ皆さ んも参 加し て頂け ればと 思いま す。
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千田委員長

着々と成果が 出て いると いうこ とです ね。 すごい 影響が あるの
ではないで しょ うか。 その他 ござい ませ んか。

木田委員

Ｐ11 の美術品 所蔵は 購入 ですか ？

寄贈ですか？

草刈主幹

開館の時に全 て寄 贈だっ たと思 います 。千 田さん からも 寄贈い
ただいてお りま すが、 こちら の方が 展覧 会を行 ってい ただい た方
に寄贈して いた だいた りです とか、 あと 、開館 の時に 当時小 牛田
町だったの で「 小牛田 町を描 く」と いう ことで の作品 をいた だい
ております 。小 牛田に 在住さ れてい た方 々もい らっし ゃるの で、
その方から もい ただい ており ます。

千田委員長

Ｐ12 の一番下 に「水 の夢」 という のを 寄贈し ており ますの で、
一番下にそ れを 追加し て頂け ればと 思い ます。

草刈主幹

大変失礼いた しま した。 入力し ておき ます 。

千田委員長

収蔵室にしま って いると ころを 見せて いた だいた んです が、本
当に素晴ら しい 作品が いっぱ いあっ たの で、利 用して いただ いた
らいいので はな いかな と思い ました 。た とえば 学校と かいろ んな
場所で本物 の作 品を見 てもら いたい なと いうよ うな機 会があ って
いいのでは ない かと思 いまし た。

千田委員長

他にあります か。

木田委員

学校の立場か ら館 内サー ビスの 部分で 、学 校との 連携と いうと
ころで学級 文庫 はいい んです けれど も、 団体貸 出のと ころに 町内
小学校と書 いて おりま すが、 何回ぐ らい 貸し出 してい るのか 回数
なども書い てい ただく と学校 との連 携が 見えて くるの ではな いか
なと思いま す。

草刈主幹

わかりまし た。回 数は この段 階では わから ない のです が、児 童
の皆さんに ご利 用頂い てまし たので 、そ ちらを 明確に してい きた
いと思いま す。

木田委員

ぜひ学校教育 に大 変寄与 して頂 ければ と思 います 。

草刈主幹

涌谷とか大 崎の方 から 先生が いらっ しゃっ て「 うちの 学校で も
借りたいで すけ ど」と 話は頂 いてい ます が、今 それは 出来な いと
いうことで 、美 里町で お勤め されて いた 先生が 異動さ れると そう
いうことで おし ゃって ました 。

木田委員

美里町にいろ んな ところ から先 生方が 入っ ていら っしゃ ってい
るのですが 、図 書館の サービ スには 非常 に感激 してお ります 。
「授業でこ うい う本を 使いた い。」 とお願 いする とす ぐ冊数 をそ
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ろえて届け てく ださる ので大 変感謝 して おりま す。
千田委員

素晴らしいこ とで すね。 他にあ ります か。 はい、 斎藤委 員さ
ん。

斎藤委員

組織及び職員 構成 のとこ ろで、 前年度 に比 べて小 牛田図 書館の
非常勤司書 が１ 名減に なって います ね。 その理 由はど ういっ たこ
とでしょう か。

千田委員長

何ページにな りま すか。

斎藤委員

９ページにな りま す。

千田委員長

それでは、事 務局 お願い します 。

扇子館長

人数は１名減 って いると いうこ とはあ りま すが、 時間調 整で非
常勤司書の 勤務 時間が ６時間 30 分か ら７時 間 30 分 に１時 間延長
になってお りま す。で すので その分 で時 間的な 延長と いうこ とで
勤務体制と の調 整はと ってお るわけ です けれど も。

斎藤委員

私が言いたい のは 勤務時 間の調 整をし て、 利用者 に不便 はかけ
ていません よと いう答 弁だっ たと思 うん ですが 、その １名は 無収
入になった わけ ですよ ね。経 済的に はど うなの かなと いうこ とを
お尋ねした んで すよ。 どうし て人を 切っ てまで 既存の 臨時職 員の
勤務時間を 増や さなけ ればな らない のか 。人事 を担当 してい るし
ていないに かか わらず 、図書 館職員 の団 結の問 題にも 関わる 大き
な事じゃな いの かなと いうふ うに思 うん ですね 。
辞めた方は進 んで 私辞め たいと いうこ とで あれば 別なこ とだと
思うんです が、 多分そ うでは ないん じゃ ないか なと想 像する んで
すがいかが です か。

草刈主幹

辞めますとい うこ とでは ないん ですけ れど も、今 回人事 に関し
ましては、 私た ちもな んとい ってい いか 難しい ところ なんで すが
辞めていっ た方 々の中 には非 常勤だ けで は生活 はでき ないと いう
方がいらっ しゃ るんで すね。 非常勤 の給 料だけ ではど うして も安
いですから 、生 活でき るかと いうと 難し いとい うとこ ろもあ りま
して、次の 仕事 を考え るとい うこと もひ とつの 選択肢 という とこ
ろだったと 思い ます。 ただ私 辞めま すと いうこ とで辞 めたわ けで
はないと思 いま す。今 の雇用 状態を 考え たとき に、非 常勤だ け
で、例えば 成人 の人が １人で 家庭を 持っ て生活 できる かとい うと
なかなか難 しい という のがこ この図 書館 だけで はなく 、全体 の図
書館業界の 問題 でもあ るので 、そこ はあ る程度 の年齢 になっ てく
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ると皆さん 次の 道を選 ぶとい う方が 多い んです 。それ は社会 全体
としての問 題の 一つと 思うん ですけ れど も、そ ういっ た形で この
職を離れて いっ たとい う経緯 もあり ます 。です から図 書館内 部で
の勤務時間 など につい てはい ろいろ 調整 をかけ ている んです けど
も、辞めて いっ た人達 の人生 に関し ては さまざ まな理 由があ るか
と思います 。
千田委員長

議長の立場か ら申 し訳け ないん ですが 、諮 問する 去年の 段階
で、図書館 の方 たちが とても 頑張っ てく ださっ て支え てくだ さっ
ているので 、職 員の待 遇改善 も含め て、 身分の 保証を 一生懸 命考
えてきただ けに 、今回 の人事 に関し ては なんか 大丈夫 だった のか
なあという 疑念 がちょ っとあ ったん で、 斎藤さ んのお 話でい らっ
しゃらなく なっ た方が 仕事に ついて いる のかと いうこ ととか 、待
遇が改善さ れた という ことは 臨時の 方た ちから お聞き ました が、
内情の苦し さが 見られ ました が、ち ょっ とだけ 疑念で はない んで
すけれども 不安 に思っ たんで す。

須田課長

今草刈から申 し上 げたよ うに短 時間で 臨時 職員の 方を採 用する
ということ でな く、き ちっと ある程 度の 身分保 障した うえで の非
常勤職員と いう １日７ 時間を 確保す ると か、７ 時間 30 分を確 保
するという 形で 、しっ かりと した時 間を 勤務し て頂い てとい う体
制に移行し てお ります 。それ によっ て先 ほどか ら話し たよう に一
人ひとりの 勤務 時間が 長くな ります ので 、人数 的には 減って しま
ってきてい ると いうよ うな状 況です 。こ のよう な流れ の中で 図書
館の方の今 まで 臨時職 員とし て手伝 って いただ いた方 が、非 常勤
職員に移行 する 段階で １人減 となっ たと いうこ とです 。その 人数
で教育委員 会の 方は、 町長部 局の方 から 人員配 置され ました ので
その中で配 置さ せてい ただい たとい う状 況であ ります 。

千田委員長

ありがとうご ざい ました 。その 他ござ いせ んか。

斎藤委員

組織及び職員 構成 の中で 、小牛 田図書 館の 中に奉 仕資料 担当４
名という言 葉が 書いて あるん ですが 、奉 仕とい うとい わゆる ボラ
ンティア、 行政 用語に あるの かなと 思っ て、美 里町近 代文学 館条
例施行規則 を見 ますと 、その ５条に 「前 項に該 当した もので も図
書館奉仕に 支障 のない 範囲で 適当と 見ら れるも のに対 し、館 長は
貸出し意見 を交 付する ことが できる 」と いう文 言で、 はじめ て図
書館奉仕と いう 言葉が 出てき ます。 これ は奉仕 イコー ル業務 では
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ないのか、 憲法 第 15 条に は「 すべて 公務員 は全体 の奉 仕者で あ
って一部の 奉仕 者では ない」 という ふう に書い てある んです けれ
ども、なぜ 、非 常勤職 員は奉 仕とい う職 名をつ けられ ている の
か、ここは こう いう呼 び名と いうの は全 国統一 的な言 葉とし て行
政が使って いる という ことな のでし ょう か。
草刈主幹

奉仕につきま して は、図 書館用 語の一 つに なって いまし て、奉
仕というの はボ ランテ ィアと か奉仕 する という 意味で はなく て、
サービスと いう か、貸 出しを したり 、調 査・相 談した り実務 的な
内容につい て図 書館用 語とし て全体 の奉 仕とい うよう な形で 呼ん
でいますの で、 それで ここに 奉仕と あげ ていま す。資 料とい うの
は資料構築 とか データ 作成と かそう いっ たもの を行い ますの で、
実務的なも のを 奉仕、 それか ら資料 に関 するこ とを資 料とい う形
でそこに上 げて おりま す。

千田委員長

新しい図書館 用語 として 認識を して、 いわ ゆるボ ランテ ィアと
いう意味で はな いとい うこと で。

斎藤委員

雑誌保存期限 とい うのが １年と なって いま すが、 １年を 迎えた
雑誌という のは どのよ うにな るんで すか 。処分 は焼却 処分と いう
ことになる んで すか。

草刈主幹

雑誌は１年間 保存 してお りまし て前年 度の ものを 処分対 象とな
るんですけ れど も、こ ちらに 関しま して は図書 館まつ りのと きの
リサイクル ブッ クフェ ア、そ れから 学校 とか町 内の施 設でも う１
度利用して いた だけれ ば、そ ちらの 施設 にお渡 しして 、すぐ に処
分というこ とは 行って おりま せん。

斎藤委員

それだと全町 民が 知る機 会とい うのは 少な いと思 うんで す。雑
誌の中には 期間 が過ぎ ても、 これだ けは ぜひ保 管して おきた いと
いうのもあ ると 思うん でね。 例えば 文芸 春秋で いえば 、直木 賞と
芥川賞は同 時に 発行さ れる、 掲載さ れま すし、 さまざ まな小 説等
も年間通し て発 表され ている と思い ます ので、 遠くの 人にリ サイ
クルする図 書が あると いうの を広報 以外 にも、 知らせ る場を つく
ってほしい なと 思いま す。

草刈主幹

広報以外とい うこ とです が、イ ンター ネッ トとか にもあ げてお
りますが、 また インタ ーネッ トをご 覧い ただけ ない環 境の方 もい
らっしゃる ので 、周知 方法と しては 一番 は広報 となり ますし 、館
内でもチラ シな どもお 配りし ていま す。 それか ら保存 なんで すが
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全てを処分 して いるわ けでは なく、 美里 町です とか郷 土関係 の記
事がある雑 誌に ついて は永年 保存し てお ります 。それ から、 子ど
もの雑誌に 関し まして は、こ ちらの 方で 購入し ている 雑誌は その
まま１冊が ひと つの絵 本とし ても活 用で きるの で、そ れはハ ード
カバーの本 が出 版され ない限 りは保 存し ていま す。そ れから 文芸
春秋とかに 載っ ている 芥川賞 、直木 賞に 関しま しては ハード カバ
ーの冊子に なる とそち らを購 入する とい うこと にもな るので その
部分で補え るの ではな いかと 思いま す。
斎藤委員

補えません。 とい うのは 発表に は選評 が載 ってい るので 補える
ことにはな りま せん。

草刈主幹

県の図書館が 、雑 誌を集 中して 保存し てい ますの で、そ ういっ
たところか ら借 り受け たり、 資料の 提供 はでき るだけ するん です
が、実は今 収蔵 庫に雑 誌がき ゅうき ゅう のとこ ろで入 ってい まし
て、81 誌の 雑誌を 年間保 存する とな るとか なりな ものに なり ま
す。新聞も かな り量的 には多 いもの です ので、 どこか で除籍 とい
う決断をし なけ ればな らない ところ が実 際のと ころで すね。

千田委員長

工夫していか ない と。

斎藤委員

新聞の保管な どは 実際新 聞紙以 外にも 別の 媒体を 通じて 、販売
して、保管 でき るよう になっ ていま すよ ね。

草刈主幹

マイクロフィ ルム とかＣ Ｄとか 、うち の図 書館で ＣＤ− ＲＯＭ
化するとい うの は著作 権で。

斎藤委員

いや、新聞社 から 購入す れば著 作権は 問題 ないと 思いま すが。

草刈主幹

かなり高額に なる ので、 年間予 算の 10 分の１ ぐらい 飛ん でい
くようにな るの で。

斎藤委員

予算を増やし ても らって 。それ からで すね 、書籍 の分類 の中
に、民俗学 とか （…） とかは 歴史と か文 学の中 に入る んです か。

草刈主幹

民俗学は社会 分野 に入り ます。

斎藤委員

教育委員会で は新 たな町 内の考 古学の 発掘 作業に 着手す るとか
今まで掘っ た考 古資料 、発掘 資料を 展示 する建 物を確 保する とか
町の動きが あり ますよ ね。そ ういう こと で、ハ ードの 面だけ でな
くて書籍の 分野 でも、 書籍の 点数を 増や すと同 時にわ かりや すい
ような分類 の方 法を、 ぜひ考 えて実 施し ていた だけれ ばなと 思う
んです。

草刈主幹

分類に関しま して は日本 十進分 類法と いう 法則の もとで 行って
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いるんです けれ ども、 その中 で地域 資料 、郷土 資料に 関して はま
た別で今作 成し ておる ところ でござ いま す。
斎藤委員

わかりますけ れど も、民 俗学が 社会に 入る という ことは ないは
ずです。分 類表 の中に は民俗 学は民 俗学 になっ ている はずで す。

草刈主幹

大きくとらえ ると 社会の 388 にな ってい ますね 。

斎藤委員

ですから先ほ ども 申し上 げまし たよう に、 町とし て民俗 資料、
考古資料を 収集 して、 そして 展示で きる ような 施設を つくろ うと
しています ね。 そうい う町の 政策が ある んで、 きちん と書籍 の分
け方も分類 をし て保管 した方 がいい んじ ゃない のかな と私は そう
思っていま す。 あと、 評論の 方も千 葉亀 雄との 関係で 評論の 部分
も独自に設 けて いただ ければ いいの かな 。千葉 亀雄が 生きて いた
頃にどうい う評 論をす る人達 がいた のか 、どう いう人 達と交 友関
係にあった のか 、そう いうと ころま で、 そうい う千葉 亀雄が 生き
た、そして 活躍 した時 代がど んな時 代だ ったの か、ど ういう 人達
と交友を交 わし たのか 、そう いう資 料も 是非置 いてほ しいな 、調
べてほしい なと 思うん ですね 。昨年 まで は千葉 亀雄の 研究を され
ていた方が 議長 となら れて進 行され てい たんで すけれ ども、 やは
りその関係 され ている 方一人 でも参 加を してい ただけ ると、 この
会議にです ね、 参加し ていた だけれ ば非 常にわ かりや すいと いう
か、説明も して いただ けるの ではな いか なと思 います 。なぜ 、研
究会員が何 人も いるの に一人 も出て こな かった のかと いうの は逆
にお尋ねし たい と思い ます。

千田委員長

これから図 書館が どう いうふ うなこ とを大 切に してい くかと い
う斎藤さん のお 話は、 近代文 学の評 論の 部分で 千葉亀 雄が吉 野作
造のような 記念 館のよ うな、 システ ムの 評論の 部分の 縦横の 繋が
りのような もの をきち んと表 示でき るよ うな資 料がこ この中 で要
望されてい たこ とで、 今後の 方向付 けと しては ずっと 図書館 でと
らえられて いる と思う んです が、そ れを 今年度 に繋い でいく とい
うことで 28 年度の ほうに 移ら させて もらっ てもよ ろし いでし ょ
うか。28 年 度の計 画との からみ もあ ります から、 そこで 再検 討さ
せていただ くと いうこ とで。 28 年度 に計画 をして いただ けま すで
しょうか。

扇子館長

斎藤委員さん から あった ご意見 の中で 数項 目、数 ジャン ルに渡
って大変貴 重な お話で あると 思いま す。 先ず復 唱させ ていた だき
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ますと、雑 誌の 保存に ついて は芥川 賞な どの記 念すべ き作品 が載
った雑誌に つい ては、 書評、 選評が ある という ことで 、それ はや
はりオリジ ナル な雑誌 ではな いのか なと いうこ とで保 存に値 する
のかなと考 えた ところ です。 その件 につ いては ぜひ、 スペー スの
関係もあり ます が、ご 意見を 最大限 実現 するよ うな形 で検討 して
まいりたい と思 います 。それ から、 新聞 のデー タにつ いては 費用
的な問題も ある ようで すが何 かうま い方 法があ れば、 ここで はは
っきりした お話 はでき ないん ですが 、そ の辺の 方向性 もちょ っと
探ってまい りた いと思 います 。
政治とか経 済の 流れに ついて は数年 の流 れとい うのが 急ピッ チ
に、いろん な世 相が変 わる中 でそれ をひ も解い て知ら べてみ たい
方も中には いら っしゃ るかと 思いま すの で、そ ういう ものも 必要
なのではな いの かなと 考えま すが、 費用 との関 係で検 討させ てい
ただきたい と思 います 。
それから、 発掘 資料の 展示・ 保管の 部分 ですが 、明後 日文化 財
保護委員会 が第 １回目 ござい ます。 そち らの方 でも話 題にな るか
推し量るこ とは できま せんが 、事務 局段 階でか なり膨 大な遺 跡の
発掘資料が ござ いまし て、専 門の担 当の 方です ね、保 管場所 のハ
ード整備と いう か、そ ういう ことの 絵柄 を描き 出して いる状 況で
あるんです が、 実は旧 理美容 学校で すか ね、そ ちらの 方に民 具で
すとか、農 具で すとか 保管し ており ます 。ただ 、あそ こを見 ると
いわゆる学 校施 設とい う建物 の位置 づけ がある ので、 どうし ても
直射日光、 特に 紫外線 がもろ に差し 込む ような 環境に なって おり
ますので、 ハー ドをい かに改 修して 土器 とか有 機物も あるん です
ね。わらと か木 とかで できた ものを 保管 できる ために はどの よう
な環境にし なけ ればな らない のか、 その ために はどれ くらい の金
額の予算を つぎ 込まれ るよう な形に なる のか、 それは 大変時 間が
かかる作業 にな るので はない かと考 えて おりま す。た だ、遺 跡に
ついては、 特に 小学生 の５， ６年生 が実 際、土 器を手 に取っ て見
たりとか、 それ による 、心の 感動を 学習 効果に 繋げて いくと いう
ことがあっ て、 大変貴 重な体 験を生 み出 してお ります ので、 総合
的な民俗資 料の 保管と いうも のはあ る程 度期間 をおか ないで 整備
すべきであ ると 考えて おりま す。そ れが とりも なおさ ず地域 資料
につながっ てい くかな と考え ており ます 。また 、今お 話頂い た千
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葉亀雄さん の記 念館に ついて は、吉 野作 造記念 館の展 開など 私ま
だ見ており ませ んので 、他の 館の状 況な どを見 させて いただ い
て、千葉亀 雄記 念館の 方が常 時有識 者の 方々な り、町 民の方 なり
に入ってい ただ くよう に構成 を考え られ ればな あと思 ったと ころ
でございま す。 これは 、予算 の関係 が出 てくる んです けども 、そ
こを工夫し て千 葉亀雄 記念館 も 20 数 年経つ 施設で すの で、リ ニ
ューアルと いう かマイ ナーチ ェンジ もあ り得る のかな という ふう
に考えたと ころ であり ます。 今のご 意見 は大変 貴重な ご意見 でご
ざいますの で、 事務局 でしっ かりと とら えてい きたい と思い ます
のでよろし くお 願いし ます。
斎藤委員

千葉亀雄は常 設展 のみで すよね 。１度 来た 町民は ２度３ 度、４
度５度とは 通っ てきま せんよ ね。で すか らこの 展示の 仕方の 工夫
も必要では ない のかな と私は 思って おり ます。 宮城県 には仙 台文
学館という とこ ろがあ って千 葉亀雄 のよ うな展 示企画 をして いる
んですね。 そこ もやは り常設 館、い わゆ る東北 、宮城 県と関 わり
の深い文学 者の 展示が 常設館 で、あ とは 特別展 といっ てさま ざま
な東北、仙 台、 宮城県 にゆか りの人 々の 図書だ けでな く、さ まざ
まな資料を 展示 してい るとい うよう なこ ともあ るんで すね。 です
からそうい う機 関の知 恵を拝 借しな がら 、千葉 亀雄の 資料も 外の
博物館なり 、図 書館な り、文 学館な りに 貸出し すると 同時に 逆に
別の宮城県 、東 北に関 係する ような 文化 人の又 は評論 家の展 示物
をお借りす ると いうよ うなこ とで、 千葉 亀雄記 念室の 常に資 料が
変わってい るん だよ、 だから 今月は 見に 行こう ねとい うよう な雰
囲気をぜひ 作り 出すよ うに努 力をお 願い したい と思い ます。

千田委員長

具体的なご提 案を 頂いだ いたん ですが 、18 ペ ージの 28 年度 の
事業計画に 触れ ながら 、いつ か手を つけ なけれ ばずっ と先送 りさ
れることに なり ますの で、い ま斎藤 さん からい ただい たよう なこ
とをどこで 組み 入れて いけば いいか とい うこと を含め て、28 年度
の事業計画 で検 討して いくと いうの はい かがで しょう か。

委員全員

よろしいです 。

千田委員長

それでは事務 局よ ろしく お願い します 。

草刈主幹

平成 28 年度事 業計画 につい て資 料に従 って説 明
（2016 年要覧 を基 に図書 館分に ついて 平成 28 年度事 業計 画を説
明）
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倉橋主査

平成 28 年度事 業計画 につい て資 料に従 って説 明
（2016 年 要覧 を基に ギャラ リー分 につ いて平 成 28 年 度事業 計画
を説明）

千田委員長

はい、ありが とう ござい ました 。もう すで に終わ ったも のも含
めて本年度 の図 書館の 業務、 町民ギ ャラ リーの 事業に ついて お話
いただきま した が、ご 意見あ りまし たら お願い します 。

斎藤委員

原爆パネル展 につ いてお 尋ねし たいん です が、こ れはパ ネルを
展示するだ けで しょう か。そ れとも 、被 団協の 方が来 て説明 する
とか講演を する とか、 そうい う話で はな いんで しょう か。

草刈主幹

こちらは図書 館の 主催で なく町 の主催 で、 パネル の展示 だけで
なく図書館 にあ る関連 資料の 展示も 行い ます。 また、 過去に は被
爆体験者の お話 を聞く 会とか 朗読の 会も 行って たんで すけれ ど
も、現段階 では どうい う計画 かは、 こち らの方 までは まだ入 って
きていない 状況 です。

斎藤委員

あと、図書館 行事 の中で 絵本関 係とい うの は読み 聞かせ もそう
ですけれど も、 対象が 幼児や 子ども さん が多い 。今ブ ームに なっ
ていると思 うん ですが 、大人 が楽し む絵 本とい うのが ありま すよ
ね。そうい う企 画をぜ ひ立て て、そ のこ とによ って逆 に家庭 に帰
って子ども と一 緒に本 を読む という 習慣 がつく んじゃ ないの かな
と思うんで す。 例えば 花さき 山とか あり ますよ ね。そ ういう こと
をね。読書 実例 のこと も学べ るじゃ ない のかな と思い ますが 、大
人も対象に した ものも 含めて もらい たい と思い ます。

千田委員長

原爆パネル展 もそ うです けれど も、例 えば 美里の 歴史・ 文化展
や文化財パ ネル 展は主 催が図 書館な んで しょう か。そ れとも 別の
所なんでし ょう か。そ れによ って持 ち込 む企画 を私た ちの意 見が
どこで通る かと いうこ とがあ ります ので 。

扇子館長

この場合には 文化 財が主 な展示 内容で すね 。

草刈主幹

図書館主催か 主催 でない か明文 化した 方が よろし いです か。

千田委員長

した方がよろ しい と思い ました 。

千田委員長

私の意見で すが大 人の 絵本は 、図書 館の行 事と してや って見 る
と楽しいん じゃ ないの かなと 思うん です 。休み のとき 「おひ ざに
だっこ」の とき お父さ ん達も 来るん です よね。 全然子 ども達 の反
応も違うん です 。これ 意外と 面白い 企画 になら ないか なと思 いま
した。そし て本 を読む 男の方 の方が けっ こう多 い気が します し、
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それが１つ 。そ れから そのこ とと関 連す るんで すが、 千葉亀 雄さ
んの常設展 は覗 く人は いるん ですけ ど、 誰も説 明でき ません しも
ったいない です よね。 だから １年に １回 でいい からこ の日は 千葉
亀雄の記念 の日 で特別 に展示 すると か、 他から 借りて きます よと
いうのをひ とつ 今年入 れて展 示して みて はどう か。何 か入れ てみ
るのは一歩 踏み 出すこ とにな らない か。 何もで きない できな いと
いっている より は。何 か工夫 が必要 では ないか なと思 いまし た。
木田委員

ギャラリー事 業で 今おっ しゃっ たこと につ ながる んです が、今
あげられて いる もので 近代文 学館が 主催 するも のとい うのは どれ
なんでしょ うか 。

扇子館長

原爆パネル展 は縦 割りか ら言い ますと まち づくり 推進課 が主管
しているん です が、結 果的に 町とい うこ とにな ります 。例え ば村
上さんの作 陶展 とか個 人の方 の展覧 会に ついて も町と 教育委 員会
の共催にし てい ただく ことで 、例え ば会 場費が かから なくな ると
かで、近代 文学 館とし ても展 示をし ても らうこ とでお 客さん に入
っていただ くと いうこ とはメ リット があ るので 、そう いう形 にし
ております 。例 えばこ こにあ げてい る陶 楽窯作 陶展と いうの が予
定されてお りま すが、 こちら は個人 の方 の窯場 の方か らもっ てき
ていただい た仕 上げた 陶器を 展示し てい ただく んです が、こ れも
町と共催と いう 形にな る予定 です。 今ま ではそ のよう な形で 行っ
ております 。町 独自の ものも ござい ます 。

古内委員

先ほど新聞と か雑 誌とか を書庫 に余裕 があ る限り おいて おいた
らどうかと いう 意見が あった と思う んで すが、 また新 聞につ いて
大変な分量 なの で実物 を保存 すると すぐ 倉庫を 満杯に してし まう
と思われま すの で、ど この図 書館も 廃棄 してい るんじ ゃない でし
ょうか。昔 は縮 刷版と いうの があっ たん ですが 今は多 分ない んだ
と思います 。縮 刷版も 高かっ たと思 いま す。い まＤＶ Ｄはど うで
すか。

草刈主幹

今いろいろな パタ ーンが ありま して、 縮刷 版もあ ること はある
んですが、 縮刷 版は朝 日新聞 などの ３大 新聞社 の中央 版でし か出
ていないん です ね。河 北新報 はもと もと 縮刷版 は作っ ていな いの
で、そうい った 形での 保存は ないん です ね。そ れから 、ＣＤ −Ｒ
ＯＭもある んで すが、 ほとん どはイ ンタ ーネッ トのデ ータベ ース
化されてい るの で、そ れを契 約して 見る という 形が主 流にな って
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きています 。そ れもラ イセン ス１件 何万 とか何 十万と いう形 なで
ので、それ は使 用料と して費 用がか かる んです ね。そ れで図 書館
としてはそ れを 資料費 として はあげ られ ないの で、ど ういう 形で
それを資料 とし て出す かとい うこと が、 ここの ところ の課題 には
なってくる と思 います 。
古内委員

宮城県図書館 とか そうい う予算 的に購 入可 能な図 書館か ら借り
るというよ うな 方向に なって きます か。

草刈主幹

県の図書館に は何 月何日 の何新 聞のど この 記事と いうこ とを調
査依頼をか けれ ばそち らの方 でコピ ーを 送って くれま す。コ ピー
代金はかか るん ですけ れども 、こち らで 検索す るより も県図 書館
だときちん とデ ータベ ース化 されて いる ので１ 週間ぐ らいで 資料
が届くよう な体 制がで きてい るんで すね 。どう しても 現物を ご覧
になりたい とい うこと であれ ば、県 立図 書館の マイク ロフィ ルム
とか大崎市 図書 館があ る程度 河北新 報や 大崎タ イムス を所蔵 して
いるので、 そち らに案 内する ように なっ ていま す。こ ちらは 、大
崎広域で図 書館 を活用 すると いうメ リッ トにも なって います の
で、収蔵が 可能 なとこ ろでそ のよう な資 料を相 互で利 用して もら
うこともあ ると 思いま す。

古内委員

個人的には中 央紙 につい てイン ターネ ット でアー カイブ という
のが有料な んで すが、 月極め 料金に プラ ス 1,000 円で サービ スが
見れるよう にな ってい ます。 あと、 雑誌 、経済 書など その時 々の
時流をとら えて いる本 につい ては、 長い 年月が 経つう ちに時 代の
波の中で自 然に 選別さ れてい くとい うこ とです かね。 そうす ると
良書という のは ごく一 部残る んです が、 それは それが 含まれ てい
る可能性は 私た ちは判 別とい うのは 難し いです よね。 ですか らや
っぱりそう いう 良書と かは再 販され たり します から、 県立図 書館
とかそうい うと ころか ら借り るしか 方法 はない のかな と思い ま
す。今、ど この 図書館 でも書 庫がい っぱ いにな って雑 誌とか そう
いうのは、 年に １回ぐ らい希 望者に 無料 であげ たりし ていま すよ
ね。やむを えな いのか なと思 ってい ます 。

草刈主幹

今、国立国会 図書 館で雑 誌記事 検索と いう のがで きるん です。
それで、例 えば こちら の方で 手に入 らな いもの や保存 してい なか
ったりする もの につい てキー ワード を入 れると どの雑 誌のど の記
事かという のが 私達も 検索で きるん です 。それ で、必 要であ れば
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それをちょ っと お金は かかる んです が、 コピー してこ ちらの 方に
もらえると いう ことが あるの で、ど この 図書館 でもス ペース の問
題とか保存 の問 題があ るので 、そう いっ たとこ ろのバ ックア ップ
を国立国会 図書 館がか なり力 になっ てい るので 、そう いうレ ファ
レンス協同 デー タベー スへの 加入と か、 うちの 方で補 えない とこ
ろはそうい った ところ も使っ ていく こと も考え ており ます。
古内委員

限られた予算 の中 でね。

木田委員

それについて なん ですけ ど、学 校の方 でも 読書活 動を推 進する
ということ のほ かに情 報学校 センタ ーと しての 機能を 学校図 書館
が果たしな さい と、第 ２次の 方で言 われ たんで すね。 26 年度 まで
の計画の方 で言 われて いたん ですけ どた だ予算 がない 。非常 にい
ろいろな調 べ学 習でも 何でも 、冊数 を子 どもの 数の分 まで揃 える
ということ が不 可能に 近いと いうこ とで 、町の 図書館 とか県 立図
書館との連 携を 進めな さいと いうこ とで 進めて 、美里 は先駆 的に
一生懸命や って いただ いてい ます。 今さ らに、 それを 国立の 図書
館、公立の 図書 館に置 き換え てみれ ば、 個々の 地方公 共団体 の図
書館が持っ てい る予算 枠では 全ての 住民 ニーズ には答 えられ ない
わけですよ ね。 だった ら小牛 田の図 書館 、南郷 図書館 はどう いっ
た性質を町 民文 化の中 に提案 してい くの かわか ってい る意味 づけ
をし、足り ない 部分は 公立図 書館の ネッ トワー クで補 えます よと
いう情報提 供を 同時に しっか りとし てい かない と利用 者は不 満が
残る。小牛 田図 書館の 計画の 限界を しっ かりと 周知し ていく とい
うことは必 要な んじゃ ないで しょう か。 今聞い ていて 思いま し
た。全ての ニー ズに答 えるこ とは不 可能 です。 予算的 にもス ペー
ス的に不可 能で あれば 、利用 者が利 用し やすい ような 情報提 供と
いうのが非 常に 重要に なって くるん じゃ ないか なと思 います 。

扇子館長

今お話をいた だき ました ので、 それを どう いうふ うにネ ットワ
ーク化した もの をお知 らせで きるか 、そ れを一 旦整理 して、 あと
はこちらの 方で 揃えら れるも のは揃 えて それを 情報と してお 繋ぎ
するという こと で組み 立てを してみ たい と思い ます。

沖田委員

ちょっと関係 ある んです が、南 郷図書 館の 利用者 さんか ら聞い
た話なんで すが 、すご く、今 図書館 がい い状態 なんで すが、 非常
に利用しや すい 。スタ ッフの 対応も 利用 者さん に非常 に良い とい
うことで特 にリ クエス トです か、新 聞で 読みた いなと 新聞の 広告
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欄にありま すよ ね。読 みたい と思う とこ ろをメ モして いって これ
をお願いし ます と言っ たんだ そうで す。 対応し てもら って近 隣の
図書館、県 図書 館から 取り寄 せても らっ たと。 本を購 入する 機会
が減りまし た、 助かっ ていま すとい う声 があり ました 。お知 らせ
します。
伊勢館長

先ほど草刈が 言っ たよう に県内 のいろ んな 図書館 から本 を借り
て提供する サー ビスと いうの は、３ 本の 指に入 るじゃ ないか いう
くらい多い んで す。逆 に貸し てほし いと 言われ て、こ ちらで 持っ
てる本も貸 し出 すとい うこと も県図 書館 調査相 談室か らも依 頼が
来たりする ので 、そこ はやっ たりと った りして いるの ですが 、先
ほどから言 われ ている ように 、利用 して いる人 はそれ がすご くわ
かっている んで すが、 一般町 民の人 には まだま だ浸透 してい ない
ということ があ ると思 うので 、図書 館に 利用し ている 人はこ この
書棚になく ても カウン ターで 聞けば どう にかし てくれ るとい うこ
とがわかっ てい る。け れども 言えな くて 「あっ 、はい 」とい って
帰ってしま った 方にど のよう にこれ を伝 えるか がこれ からな のか
なと思うの で、 ちょっ と工夫 してみ たい と思い ます。

千田委員長

今もいろいろ 工夫 して頂 いて、「リク エスト したも のが すぐ」
ということ は評 判なん ですけ れども 、さ らにと いうこ とで先 ほど
の情報の整 理も どこま でどう するの か聞 きたい ところ があり ます
が、要項の こと もあり ますが 。

扇子館長

今日予定して いた 部分と しては 答申書 もご 確認い ただい て、あ
と教育委員 会の 動きは こうな んです とい うこと をご説 明申し 上げ
たかったん です が。会 議始ま って２ 時間 になり ますが 。

斎藤委員

答申を確認と いう ことは どうい うこと です か。答 申とし て２月
にもう提案 して いるん ですが 。

扇子館長

新しい委員さ ん方 が３名 いらっ しゃい ます ので、 その辺 のこと
をお話しさ せて いただ いて、 こうい う答 申が出 ました よとい うこ
とですね。 そし てこの 答申に 基づい てこ れから 教育委 員会の 協議
ということ にな ると思 うんで すが、 その 辺も含 めてお 話し申 し上
げたいと思 って おりま す。

千田委員長

新しい方々に わか ってい ただく という こと ですね 。

扇子館長

はい。教育委 員会 からの 指示で ありま すの で。

青木委員

ぜひお聞きし たい と思っ ており ました 。
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千田委員長

ちょっとだけ 休憩 させて いただ いて、 ３時 45 分から 再開 した
いと思いま す。

−休憩−
千田委員長

それでは時間 にな りまし たので 再開さ せて いただ きます 。時刻
が３時 45 分 回って きたの で協 議の中 身の 28 年度の 計画に ついて
を一段落さ せて いただ いて、 要覧と 用意 してい ただい た２月 の答
申の内容を 説明 して頂 いて新 しい方 たち にこの ような 方向で すよ
ということ を示 してい ただく という こと でよろ しいで しょう か。

委員全員

よろしいです 。

草刈主幹

要覧を見てい ただ いて、 ご意見 をいた だい たこと をもう 一度編
集しなおし てこ れで要 覧とし てよろ しい かとい うこと です。

木田委員

学校の立場で 言わ せて頂 くんで すけれ ど、 利用状 況の中 に児童
数、生徒数 、小 中学生 がどれ だけな のか 、さっ きちょ っと出 した
んですが、 国の 方で「 子ども の読書 活動 の推進 に関す る法律 」が
平成 13 年度 にでき て、今 第３ 次まで いって いるん です が、26 年
度から 30 年 度まで 第３次 計画 で国の 方針で もって 宮城 県が第 ３
次計画を出 して 、市町 村でも 第３次 計画 を子ど もの読 書活動 推進
計画を策定 して 推進し なさい となっ てい るんで すね。 確かに 登録
者数も増え 、利 用者数 も増え ている んで すが子 どもの 数は増 えて
いるのかど うか 。

草刈主幹

子どもは減っ てい ます。

木田委員

ですよね。図 書館 の性格 づけと いうこ とも 話した んです が、読
書人口の「 すそ 野広げ 」とい うこと にも う少し 方向を シフト し、
次代を担う 子ど も達の 読書傾 向が今 どう なって いるの かにも 関心
を持ってい ただ いて、 次代を 担う子 ども 達が読 書を通 じて感 性を
磨いていく 、ぜ ひそこ にもい ろんな ご意 見をい ただい ていけ たら
なと思いま す。 その点 でもう ちの町 の図 書館は 一生懸 命やっ てく
ださってま すが 、学校 現場で も頑張 って います が、ど んどん 減っ
ていくとい うと ころが ありま す。
利用状況のと ころ にも子 どもの 部分を 出し てくだ さい。 児童書
はどれだけ で、 これ全 部コミ コミで すよ ね。そ うした ら読書 人口
は減ってい る。 もうち ょっと こうい うと ころで やって いかな けれ
ばならない とい う問題 点や課 題が見 えて くるの ではな いかな と思
います。
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千田委員長

可能ですか。

草刈主幹

年齢別で子ど もの 部分と か、年 代でみ ると 例えば 親御さ んの利
用がどのく らい かとか 、お子 さんだ と親 御さん の意識 に左右 され
るところが ある ので年 齢別で 表せる と思 います 。今後 検討し てみ
ます。

千田委員長

すごいですね 。そ のよう にデー タを分 析し て出し ていけ る。図
書館の仕事 もす ごく多 岐にわ たり感 服し ますね 。よろ しくお 願い
します。

木田委員

よろしくお願 いし ます。

伊勢館長

結構小さいお 子さ んも、 お母さ んとか 大人 のカー ドで借 りるの
で利用者に 子ど もは載 ってこ ないで すけ れども 、実際 借りて いく
本が子ども の読 み物だ ったら 子ども が読 んでる んだな とこち らで
も読み取れ ます 。
冊数制限を解 除し ている とどう しても １枚 のカー ドで何 十冊で
も借りられ るの で子ど ものカ ードを 使わ ないで 、親の カード が結
構使うとか 、あ と町外 は１世 帯１枚 しか 作れな いんで す。そ れで
常にお子さ んを 連れて 、子ど もが３ 人い たら「 ３冊ず つね」 って
言って、残 りの １冊親 御さん が残り の１ 冊借り ていく という パタ
ーンなので 、児 童書と 一般書 を分け れば もしか すると 出てく ると
思います。

木田委員

児童書の貸出 冊数 を年代 総人口 で割っ たら いった い何冊 になる
のという問 題で すよね 。美里 町の年 代層 ありま すよね 。年代 別人
口で割って みた ら何冊 になる だろう とい う。あ る年代 層では ５冊
読んでもら うよ うにな るとか 、ある いは 10 冊にし よう とか、 そ
ういった具 体的 な数値 目標を 立てな いと どんど ん読書 人口が 減っ
ていく。本 当に 読書お たくだ けが来 るの が図書 館にな ってし ま
う。そう思 うん ですけ ど、そ れでは 公共 図書館 の意味 はない し、
法律で進め てい る方向 とは違 ってく るの かなと 思いま す。

千田委員長

今日の話しの 中か ら、図 書館の ボラン ティ ア活動 を含め て、小
さいお子さ んな どへ南 郷でや ってい るみ たいに 、喜ば せなが ら本
をどんどん 読ん でもら えるよ うな工 夫は 図書館 でやっ て頂い てい
るので、そ うい うのは 後ろ向 きでは なく 前向き だけれ ども、 さら
にもっと何 かと いうこ とで今 日あげ た一 つに、 お父さ んたち の本
とか別な千 葉亀 雄の古 い本を 紹介す ると か、そ ういう のを網 羅し
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ていって１ つ２ つやっ ていく こと続 けれ ば今こ ちらお っしゃ った
ように、道 は少 し見え てくる ような 感じ です。 美里町 はやっ てい
るんですよ ね。 自分達 が評価 しなが ら前 向きに という ことで 、ぜ
ひ取り入れ て頂 きなが ら皆様 これか ら出 す答申 書につ いてよ ろし
くお願いし ます 。答申 書につ いてご 説明 くださ い。
扇子館長

（答申書の資料 に従 って説 明。）

千田委員長

ありがとうご ざい ました 。今後 の教育 委員 会の日 程につ いて協
議されるか と思 います が、い つごろ 教育 委員会 で話し 合われ る予
定ですか。

扇子館長

この答申がど のよ うに具 体的に 組み立 てて いくか という ところ
を事務局の 方で 一度練 り上げ まして 、そ れを教 育委員 会の教 育長
と課長と協 議を し、そ してそ れを教 育委 員会の 方に諮 ってい くよ
うな形にな ろう かと思 います 。時期 的に はです ね、６ 月の教 育委
員会が６月 23 日に あるん です が、６ 月の月 半ばに 蔵書 点検の 作
業があるの で６ 月 23 日に は間 に合わ ない状 況です 。具 体的に は
それが終わ りま して、 答申書 に対す る検 討を事 務局で 開始し ます
が、はっき り申 し上げ られま せんが 、出 来るだ け早く この内 容を
どのように 具体 化され るのか 進めて まい りたい なと思 います 。

千田委員長

皆様にその ことを 承知 して頂 いてこ の会を 閉じ るとい うこと で
よろしいで しょ うか。

委員全員

よろしいです 。

千田委員長

本日はどうも ご苦 労様で した。 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 。

平成 28 年６月
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委

員
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