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会 議 の 概 要 

１ 会 議 名 令和元年度第３回宝塚市社会教育委員の会議  

２ 開 催 日 時 令和元年１２月２６日（木）９時３０分～１１時３０分 

３ 開 催 場 所 宝塚市役所３階 ３－３会議室 

４ 出 席 委 員 

［■出席 □欠席］ 

■平井委員  ■坊委員   ■林委員   □薄田委員 

■大西委員  ■温井委員  ■河野委員  ■西本委員   

■種村委員  □松浦委員  ■秦委員 

５ 傍 聴 者 数 ０ 人 

６ 公開の可否 ■ 可  □ 不可  □一部不可 

７ 議題及び結果の概要 ◆報告 

（１）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会 

第２回理事会について 

（２）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第１回研修会

について 

（３）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第３回理事会

について 

（４）第６１回全国社会教育研究大会兵庫大会について 

（５）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第２回研修会

について 

 

◆議題  

（１）宝塚市立図書館における指定管理者制度導入 

及びこれからの図書館のあり方について 
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令和元年度 第３回社会教育委員の会議 議事要旨 

 

１ 報告事項  

（１）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第２回理事会について 

令和元年８月７日、川西市役所で開催された令和元年度阪神北地区社会教育委員

協議会第２回理事会について事務局より報告した。 

 （２）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第１回研修会について 

令和元年８月２６日、川西市で開催された令和元年度阪神北地区社会教育委員協

議会第１回研修会について事務局より報告した。 

 （３）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第２回理事会について 

令和元年１０月１１日、川西市役所で開催された令和元年度阪神北地区社会教育

委員協議会第３回理事会について事務局より報告した。 

 （４）第６１回全国社会教育研究大会兵庫大会について 

令和元年１０月２４日、２５日神戸市ポートピアホテルで開催された第６１回

全国社会教育研究大会兵庫大会について事務局より報告した。 

 （５）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会第２回研修会について 

令和元年１１月２４日、川西市で開催された令和元年度阪神北地区社会教育委員

協議会第２回研修会について事務局より報告した。 

 

２ 議題  

 （１）宝塚市立図書館における指定管理者制度導入及びこれからの図書館のあり方

について 

（議長） 

令和元年度より「宝塚市立図書館における指定管理者制度導入及びこれからの図書

館のあり方について」をテーマに意見書の作成に向けて議論している。第 1回では、

宝塚市の図書館協議会の意見書「宝塚市立図書館における指定管理者制度導入及びこ

れからの図書館のあり方について」を基に議論を行い、第 2回では、あかし市民図書

館の視察に伺った。第 1回、第 2回の内容を参考に小委員会を開催し、宝塚市立図書

館への指定管理者制度導入に係る意見書案を作成したので、説明を事務局より願いた

い。また、事務局より報告と提案があると伺っているため、合わせて願いたい。 

（事務局） 

意見書の作成にあたっては、これまで４回の小委員会を開催し、うち１回は宝塚市

立図書館の館長及び司書へのヒアリングを行った。意見書の組み立てとしては、第１

章で図書館協議会の意見書の検討、第２章で平成２７年に社会教育委員の会議から提

出された答申の検討、第３章で明石市の市民図書館の見学からの考察、続いて第４章

では宝塚市の図書館の取り組みを年報と司書へのヒアリングからの考察となっている。

第５章では第４章までの検討等を踏まえ、宝塚市の図書館運営に関して課題と提案を
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行い、第６章では図書館の指定管理者制度導入について結論をまとめている。第１章、

第２章でこれまでの意見書、答申から今の図書館が住民の学びや活動を支える拠点と

しての役割をどれぐらい果たせているのか、指定管理者制度導入によって改善の余地

があるのかを検討することが重要であるとし、あかし市民図書館の視察の考察により、

指定管理者制度導入によるメリット・デメリットがあることを踏まえ、指定管理者制

度導入以前に、宝塚市の図書館をどのようにしていきたいのか、より良い図書館とは

どんなものか、どのような取り組みが必要かを考えていくことが大切であるとしてい

る。そのことから宝塚市の図書館の取り組みの現状を整理したうえで、サービスの向

上や情報発信の充実、図書館の将来像を持つことなどを提案し、結論としては、本市

図書館への指定管理者制度導入は望ましくないとし、直営でより良い図書館を目指す

ことを求めている。理由としては、スペースや予算の確保が伴わない限り、図書の貸

出の充実や居場所づくりの機能充実には限界があり、その中での図書館職員の努力は

評価されるものであり制度を導入しても直ちに状況が改善されるものではないという

見解、また直営だからこそ行政サイドや他の公共施設との連携がスムーズに行われ利

便性が向上している点、さらに全国的な制度導入状況などの点を挙げている。意見書

案の概要は以上となる。 

本日は、意見書案について委員の皆様に協議いただくところだが、先に意見書案に

ついての報告と提案を伝えたい。 

先日、１２月市議会が行われ、市議会議員の一般質問において図書館の指定管理者

制度導入の研究に関する議論があった。質疑の中で、図書館協議会が作成した意見書

については、指定管理者制度導入の成功事例の検討は十分に行ったのかと問われ、デ

メリットばかりが強調されているように感じるが、もっと制度導入の効果やメリット

を検証すべきとの発言があった。事務局としては、再度他の図書館の成功事例の検証

をしたうえで、宝塚市の図書館に指定管理者制度は導入するべきかどうかについて結

論をまとめていただきたいと考えている。 

 （議長） 

事務局より説明があったとおり、指定管理者制度導入によるメリット、デメリット

を検証すべきではある。ただ、１５年前であれば、容易にメリットを挙げられたと思

うが、現在だと挙げにくい。私から挙げれば、宝塚の図書館はブックスタートを阪神

間でも早く取り組んでいるのだが、広報が弱かったため、周知されていない。そうい

ったところが、指定管理者を導入すれば解消できるのかもしれない。客観的な視点か

ら見るということが大切だと考える。委員より意見があれば願いたい。 

 （事務局） 

   なお本日の議論は図書館に係ることがあるため、図書館長、職員、司書が同席して

いる。図書館について質問等があれば願いたい。 

 （委員） 
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   指定管理者を導入した際のメリット、成功例とあったが視察に伺った明石市の図書

館はきれいであり、開放的であった。そこが指定管理者によるものであれば、メリッ

トであり成功していると言える。また、議長の意見にもあったように宝塚市の図書館

に様々な良い事例があっても、もっと広く周知されなければいけない。指定管理者を

導入することで、広報の方法が変わるのかもしれない。 

（事務局） 

  他市の成功事例は参考にしていただきたい。また、直営ありきの考えになっている

ので、一般論としてのメリット、デメリットを挙げていただきたい。 

（議長） 

  ライブラリー・オブ・ザ・イヤーのような図書館として賞や評価を受けている図書

館を一覧にしていただきたい。 

（図書館長） 

  持ち帰り調査する。 

（図書館司書） 

  ライブラリー・オブ・ザ・イヤーは、近隣だと伊丹市が受賞している。ただ、伊丹

市を含めて、受賞した図書館の大半が直営である。ライブラリー・オブ・ザ・イヤー

の選定基準としては、取り組みを評価している。 

（委員） 

   図書館に指定管理制度を導入した理由を知りたい。指定管理者制度を導入した他市

では、導入した結果、導入に係る当初の目的が達成されているのか。 

 （事務局） 

   宝塚市では、人口が減少するなか、持続可能な行政を実施するため検討し始めた。

平成２２年に検討された時は、時期尚早ということで実施しなかった。明石市は指定

管理者制度を導入しているが、現在の図書館になったのは、現市長が明石市を「本の

まち」にするという施策を打ち出したからである。明石市が指定管理者制度を導入し

た目的は様々あるが、図書館に関わる様々施策を打ち出しているため、財政面だけで

見れば達成していると言い難い。しかし、図書館の居心地の良さで見れば、達成して

いると思う。目的によって成功かどうかは変わる。 

 （委員） 

   事務局の話で分かったが、宝塚市の図書館はコンセプトを明確に持つことが肝心で

ある。また、学校では司書を配置し、図書館と連携して図書館教育を行っているが、

指定管理者制度を導入すると変化はあるのだろうか。 

 （事務局） 

   子どもの読書活動推進計画として、子どもの時から本に馴染んでもらえるよう幼稚

園、学校と連携して子どもへの読書活動を推進している。学校や関係各課と連携、協

力して３期目となるが、指定管理者では学校と連携し、計画等を作成することは難し
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いと考える。 

 （委員） 

   直営か指定管理者かどちらがいいかは分からない。高齢化が進んでいるので、将来

を見据えての選択が必要だと思う。成果が見えにくいのが社会教育である。図書だけ

でなく、生活全てに関わるような、長いビジョンを持って成果が出るのがどちらかと

いうのを選択しないといけない。 

 （委員） 

   神戸の銭湯に行くと本棚があった、そういった身近な場所に本棚を設置しているこ

とは全国でも多いと聞いている。宝塚市でもカフェや歯科等にも本棚がある。民間や

市民の中には、自発的に図書館の役割である本に馴染んでもらうことを先行して行わ

れているのでないかと思う。そういった設置場所に図書館が連携してもいいのでない

かと考える。それが、指定管理者か直営かどちらがそれに適しているかは分からない

が、そういった視点も持ってもらいたい。映画「ニューヨーク公共図書館」を鑑賞し

たのだが、ニューヨーク公共図書館では、移民の子どもに文字を教えるなど公民館と

しての活動に近いことが実施されていた。現実的には難しいとは思うが、そういった

図書館の枠を超えた取り組みを期待したい。 

 （委員） 

   今の意見に関連するのだが、大阪市に設置されている「まちライブラリー」では、

特長のある本を展開しており、交流の場となっている。予算的に施設を増やすのは難

しいとは思うので、アウトリーチを仕掛けていくべきである。今の社会全体でそうい

う傾向だが、すぐに成果が出ないといけない時代になっている。成果主義が進む中、

それを支えるのが公共の施策、施設であると思う。最近の子どもは、活字離れと言わ

れているが、保護者世代も読まないことが多い。そういったことも含めて社会教育と

して図書館があるべきである。 

 （委員） 

   図書館が民間へ出向けば、横につながっていき、図書館を利用していない人にも繋

がると思う。民間で活動している人にアクションを求めていくべきだと思う。 

 （図書館司書） 

   図書館では、「ぷちライブラリー」を設置している。本は購入しているわけではなく、

個人からの寄贈や除籍図書によるものである。また、出向いていくまではできていな

いが、身体障碍(がい)者の方が図書館を利用しやすい環境づくりを実施している。こ

ういった図書館としても今まで図書館を利用していなかった人を積極的に呼び込もう

としている。図書館を評価する基準は、本の貸し出し冊数にすることが多いが、まち

づくりのキーコンテンツとして図書館を活用しているところもある。新たな図書館像

を示したい。 

 （委員） 
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   指定管理者制度を導入するにあたり、業務の一部だけを導入することは難しいのか。 

 （図書館長） 

   例えば、市内に図書館が複数館ある場合、特定の図書館だけ指定管理者制度を導入

することは可能である。また、業務の一部だけを指定管理者制度を導入することも可

能である。 

 （委員） 

   今後、一部だけ導入するといったことも検討する余地があるのか。仮にネット関係

の業務だけは指定管理者制度を導入するといったことは、より便利に利用できるよう

になるのではないかと考える。例えば、自宅から本の貸し出し状況などが分かるサイ

トができれば便利だと思う。 

 （図書館司書） 

   ネットやシステム関係のみ指定管理者制度を導入することも可能だが、委員の意見

にあった貸し出し状況が分かる仕組みは、すでに宝塚市の図書館では導入されている。

指定管理者制度にしかできないことは少ないと考えている。 

 （委員） 

   三田市の図書館では、ブックシャワーが目玉となっている。そういった目玉となる

施策を出すのは必要だと思う。また、これからのことでは、子どもの成長と子育て支

援に関するアンケート調査で、公民館と図書館が利用しにくいという意見が出ていた。 

 （委員） 

   情報発信の方法が議論になると考える。私は、図書館に学習室があったことが知ら

なかったので驚いた。また、今回の会議で「ぷちライブラリー」の存在を初めて知っ

た。やはり広報は、直営の苦手なところだと感じてしまう。情報発信が得意な指定管

理者がいればいいのではと考える。 

 （委員） 

   そのとおりだと思う。良いまちづくりをしても市民に伝わらないといけない。また、

貸し出し数だけでなく居心地が良いというのは、メリットだと考える。反面、学校と

連携できることは、直営としてのメリットだと思う。当初の議論に戻るが他市の成功

事例を確認したい。 

 （委員） 

   もしかすると本が置いてあっても気づいていないということがあるかもしれない。

特に子どもが集まるところには、気づいていないだけで本が置かれていたかもしれな

い。見せ方という意味でも広報は大事だと考える。もっとアピールするように前に出

ていくべきではないか。 

 （図書館司書） 

   リサイクル図書として不要になった本を市民に譲るなどの活動はしている。図書館

は、出かけないといけないと言われることがあるが、こちらから出ていくというのは
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難しいというのが現状である。ただ、問い合わせがあれば伺おうと思っている。 

 （委員） 

   宝塚は映画撮影が盛んな時代があった。文献や資料は多数あったと思うが、個人が

所有していると今後無くなっていく一方だと思う。こういったことも出向くことで変

わっていくことがあるのではないか。 

 （図書館司書） 

   市史資料室には映画に関する資料はある。また、寄贈していただければ保管するこ

とは可能である。 

（委員） 

   待つ姿勢でなく、もう少し前に出ていく姿勢を願う。 

（委員） 

   指定管理者と直営のできることできないことを示していただきたい。 

（図書館長） 

   サービスの面では、指定管理者ができて直営だからできないという項目は無いと考

えている。ただ、人的課題や予算上という面では、指定管理者ができて、直営では難

しいことがある。 

（委員） 

   さきほどの意見にあった子どもの意見は取り上げて受け取っていただきたい。学校

でも子どもの意見を聴くことはいいのではと考える。 

（委員） 

   情報の発信について、勉強会や民間で実施されているマーケティングの研修等に参

加されていることはあるのか。 

（図書館長） 

   県が実施している研修会には参加している。また、図書館ではツイッターでの情報

発信も行っている。指定管理者制度を導入しなくても PR の専門家やデザイナー等が

加われば、直営でもできることは多い。ただ、民間だと様々な媒体と繋がりが強いの

か、情報が拡散しやすいところはある。 

（事務局） 

   SNSはフォロワー数が最も問われる。もっと増やす努力が必要だということは、図

書館としても認識している。 

（委員） 

   SNSは知識がないと難しいと思う。ただ、専門的な知識がある人が加わると上手く

いくことは多い。 

（委員） 

  知識がある人は多いと思う。ただ、アナログな人が多いことも忘れずに願いたい。 

（事務局） 
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   ソフト面では、取り組んでいることは多い。中央図書館裏の広場に芝生を設置し、

山の図書館、森の図書館の活動。ボランティアも多く活用している。 

（委員） 

今回の会議だけ多くの取り組みを実施していることが分かったので、やはり情報発

信次第で変わっていくと思う。 

（議長） 

   たくさんの意見が出たため、本日の意見を基に小委員会で意見書を再度作成する。

本日はこれで終了する。 

 

 

（２）次回会議 

 令和 2年 3月 23日（月）に開催予定 

 


