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会 議 の 概 要 

１ 会 議 名 令和２年度第１回宝塚市社会教育委員の会議  

２ 開 催 日 時 令和２年６月２９日（月）１０時３０分～１２時００分 

３ 開 催 場 所 宝塚市役所３階 特別会議室 

４ 出 席 委 員 

［■出席 □欠席］ 

■平井委員  ■田中委員  ■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２年度阪神北地区社会教育委員協議会 

第１回理事会について 

（２）令和２年度阪神北地区社会教育委員協議会総会について 

（３）令和２年度近畿地区社会教育研究大会について 

 

◆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２年度 第１回社会教育委員の会議 議事要旨 

 

１ 報告事項  

（１）令和２年度阪神北地区社会教育委員協議会第１回理事会について 

新型コロナウイルスの影響により中止となったことを事務局より報告した。 

（２）令和２年度阪神北地区社会教育委員協議会総会について 

新型コロナウイルスの影響により書面決議となったことを事務局より報告した。 

（３）令和２年度近畿地区社会教育研究大会について 

新型コロナウイルスの影響により令和３年度に延期となったことを事務局より報告

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） 

  今回、初めて参加される委員がいること及び前回会議より期間が空いたため、経緯を

簡単に振り返る。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おり、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、指定管理

者制度を導入しているあかし市民図書館の視察を実施した。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、第３回では、作成した意見書（案）について協議し、第３回の意見を基に小委

員会にて意見書（案）を修正した。修正した意見書（案）を第４回で提示する予定だっ

たが、新型コロナウイルスの影響で中止となったため、今回の提示となった。意見書（案）

の説明については、事務局より願いたい。 

（事務局） 

  前回会議で提示した意見書（案）では、図書館協議会が作成した意見書「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」を第Ⅰ章に

記載していたが、内容が重複することもあり、参考資料としての記載に変更している。

繰り上がって、第Ⅰ章に平成２７年に「市民が学習成果を生かし合う地域社会づくりの

ための社会教育施設 図書館のあり方について 答申」の検証とした。第Ⅱ章は「宝塚

市立図書館の取組の検討」とし、小委員会にて実施した図書館司書へのヒアリングにつ

いても記載している。第Ⅲ章「評価の高い図書館の事例について」は、前回会議であっ

た「明石市以外の評価の高い図書館事例を記載するべき」という意見を反映させて、７

市の図書館の事例を記載している。事例の詳細については、別添資料を用意している。
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第Ⅳ章では、視察いただいた明石市の図書館についての考察を記載している。第Ⅴ章で

は、それらを踏まえた検討課題と提案を記載し、第Ⅵ章では結論としている。小委員会

の委員で補足があれば願いたい。 

（委員） 

事務局の説明で問題は無いので、特に補足はない。 

（委員）  

今までの会議の内容を記載されているので、分かりやすかった。意見書（案）

を確認すると宝塚市の図書館は、現状は指定管理者制度の導入を急がなくても

いいということが分かる。ただ、財政面については、大きなポイントだと思う

ので、今後もこういった会議で進捗を含めて、状況等を確認していくべきでは

ないかと思う。 

（事務局） 

 他市の事例を確認いただくと分かるのだが、評価の高い図書館にはまちづく

りの中心として図書館を設置しているところが多い。ただ、現状の宝塚市にお

いて、まちづくりの中心として図書館を設置することは難しい。財政面につい

ては小委員会でも意見は出たが、民間になると市史の継承等が難しいことや、

直営でも知恵を生かすことで、民間と同様のサービスができることなどの意見

によって、やはり直営の方が望ましいという結論となった。 

（委員） 

図書館がカフェの併設や複合施設に設置されると居心地は良くなると思うの

だが、社会教育という部分が薄らいでしまう。ただ楽しい居場所にするという

のには疑問がある。 

（委員） 

以前にも意見したのだが、飲食店等、まちの様々な場所で図書に触れ合える

場所がある。図書館が民間と連動して、本に触れ合える場所を紹介するといっ

た方向性は必要でないかと感じた。意見書（案）にはそういうところの反映が

乏しいと思う。 

（事務局） 

今の意見は民間で本を置いているところを調査して、図書館で紹介するとい

うことだろうか。 

（委員） 

大阪市ではそういった試みが進んでいると聴いている。 

（委員） 

今回の会議が終了してからの流れを教えていただきたい。 

（事務局） 

事務局としては、本日いただいた意見を議長の一任で修正いただき、教育委
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員会に報告したいと考えている。 

（委員） 

評価の高い図書館が７施設紹介されているのだが、直営が３施設、指定管理

が４施設なので、もう１施設直営を入れることができないだろうか。 

（事務局） 

当初、６施設だったのを１施設付け加えた経緯がある。まちづくりの中心と

なっている施設や見た目にインパクトがある施設が取り上げられているが、見

た目の部分だけでない図書館業務が評価されている図書館も選定した方がいい

という意見から、伊万里市民図書館を加えた。なお、選定は図書館が行ってお

り、直営、指定管理者制度問わずに評価されている図書館を選定している。 

（委員） 

  たしかに数で判断するのでは無いので、そういった経緯で図書館が選定され

ていることが分かって納得した。 

（委員） 

今までの意見がまとめられている意見書（案）になっている。作成している

時とは世の中が変わっていると思うが、今回、コロナウイルスの影響でいろい

ろと変革する時期になっていると思う。例えば、知り合いが自粛期間中にオン

ラインで紙芝居の読み聞かせを行っていた。財政が足りないのときは、アイデ

アでといった文言が少しでも入ればいいのかなとは考える。 

（事務局）  

読み聞かせについては、図書館も著作権に注意して行っていた。 

（委員） 

未就園児の親子での集まりを行ってきたのだが、リモートでの活動を６月か

ら実施した。家の中だと大きな声も気にならないし、子どもも集中することが

ある。変革による利点もあると思う。 

また、自粛期間に普段歩かない場所を歩いてみた。普段歩かない場所を歩く

と多くの史跡を知った。図書館の資料も見たのだが、社会教育と連動して解説

してくれる人がいると楽しいし、宝塚のことにもっと愛着が沸くと思う。働き

方改革等によって、時間に余裕ができた生活様式に変わることもあると思う。

そういった機会に今まで図書館に行かなかった人たちが、興味を惹くような企

画があればいいのでは。 

（委員） 

小委員会で意見書（案）の作成した際もそういった意見はあったのだが、協

議を重ねるうちに消化されていったこともあり、今回の会議で意見を伺い、改

めて勉強になった。民間との連携という意見、サービスはサードプレイスでな

く通常業務が根幹にあるという意見、アイデアを生かしていくという意見を第
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Ⅵ章の結論でもう少し膨らませてもいいのかなと思った。例えば、民間との連

携では、１.サービス改善の取組では、ボランティアの活用、情報発信で課題が

あると記載しているので、この項目で追記できればと考える。通常業務につい

ての意見は、２.独自性の担保で同様の内容が記載されているので、図書館の基

本業務をもう少し強調できればいいのではないかと思う。アイデアについてだ

が、最後のまとめに「民間の手法も学びながら」と記載されているので、意見

書（案）を読んだ教育委員会にも届くのではないかと考えている。 

（委員） 

まさにそのとおりで、少しずつでも膨らませてもらえればと思う。 

（委員） 

意見が出るということは、言葉が足りていないということなので、一行でも

言葉を付け加えることが必要なのだと思う。行革に関する内容が多く占めてい

るので、そういった言葉は必要なのかもしれない。事務局に伺いたいのだが、

第Ⅳ章指定管理者制度を導入したあかし市民図書館の見学と考察、５.指定管理

者制度の導入後の経費の増加に「指定管理者制度のメリットとして、経費の軽

減とサービスの拡充」と記載されているが、小委員会では、指定管理者制度と

経費の軽減は直接結びつかないという説明を受けた。 

（事務局） 

一般的には、指定管理者導入のメリットとして、経費とサービス向上が挙げ

られていることが多い。前回の小委員会では、図書館をまちづくりの中心とし

ているので、経費が増幅することがあるといったことを説明したが、一般的に

は指定管理者制度導入のメリットとして、経費の軽減とサービスの向上は記載

して問題がない。 

（委員） 

先ほど意見として出ていた民間との連携等について、記載する内容も含めて

協議したいのだがいいだろうか。 

（議長） 

問題ないので、先ほどの提案に対して意見があれば願いたい。 

（委員） 

サービス改善の取組においてだが、オンラインでの取組や、現状を踏まえた

取組を組み込むべきではないだろうか。 

（事務局） 

記載する内容に変わると思うが、第Ⅵ章では結論になるので、前章に記載してもいい

のでは。 

（委員） 

  通常業務が根幹にあるという意見に対してだが、第Ⅴ章１.サービスの向上
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に記載されている内容で十分だと考える。どうだろうか。 

（委員） 

通常業務が根幹については、第Ⅴ章１.サービスの向上に記載されている内容

で問題はない。史跡についての説明はどうだろうか。 

（委員） 

第Ⅴ章５.歴史・文化遺産の継承に記載されているが、追記は必要だろうか。 

（委員） 

  一般市民には敷居が高いと思う。専門職員の配置だけでなく、市民へ発信と

いうのを記載してもらえるといいと考える。 

（委員） 

市民のニーズへの取組に対して、発信も含めて取り組んでいくという記載が

必要なのでは。 

（委員） 

第Ⅴ章２.情報発信・提供の強化に関わってくるのだろうか。 

（委員） 

第Ⅴ章４.あらゆる市民のニーズに応える取組の推進でもいいのではと考え

る。重複するかもしれないが、情報発信というのがすごく大事だということを

出していきたい。 

（委員） 

史跡の意見だけを取り上げれば、第Ⅴ章５.歴史・文化遺産の継承に「市民と

の関わり」といった内容を入れた方がいいということか。情報発信については、

第Ⅴ章２.情報発信・提供の強化又は、第Ⅴ章４.あらゆる市民のニーズに応え

る取組にも記載した方がいいということだろうか。 

（委員） 

ピンポイントになるが、ホームページに掲載されていても情報が多すぎて分

からないことが多い。単独で発信ができるようなことを記載できないだろうか。 

（委員） 

市のホームページにとどまらず、様々な媒体で発信することが必要といった

内容だろうか。 

（委員） 

そのとおりである。図書館では様々な取組が行われているが、そもそも市民

知らないことが多いと思う。まずは知ってもらい興味を持ってもらうことが必

要である。 

（委員） 

まちにある図書については、第Ⅴ章１.サービスの向上に記していいのではと

考える。現状では、市が行っていることを記載しているので、市民のリサイク
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ル本を活用といった文言を記載すればいいのではと考える。 

（委員） 

他市と違い財政面では難しいのだが、まちづくりが根底にある。宝塚市のま

ちづくりをうまく使えたらと考える。 

（事務局） 

第Ⅴ章３.図書館の将来像の設定に記載するのがよいのではないかと思う。小

委員会でもまちづくりに関する意見は出ていたので、まちづくりの観点で図書

館の将来像を記載してもいいのではないかと思う。 

（委員） 

確かに小委員会でもまちづくりに関する意見は出ていた。明石市では本をま

ちづくりの中心にするといった市長の意向もあり、図書館をまちづくりの中心

としていた。ただ、現状の宝塚市ではそういった状況ではないことから、まち

づくりに関する記載は見送っていた。踏み込んで記載してみるのもいいのかも

しれないが、どうだろうか。 

（委員） 

どちらかと言うと、市としてのまちづくりではなく、市民としてのまちづく

りのイメージである。 

（委員） 

そういう意味では、第Ⅴ章３.図書館の将来像の設定ではなく、１.サービス

の向上がいいと思う。 

（事務局） 

まちの図書館というと民間の業者にリサイクル本の提供を行うといったこと

だろうか。 

（委員）  

  そういった試みもいいと思うが、どちらかというとカフェなどの民間の施設

が本に触れ合う試みをすでに実施しているので、周知することを図書館にして

ほしい。 

（委員） 

今、個々で行っている活動を市が繋げていくことが必要なのだろうと思う。

市民への周知と同時に活動している民間業者へも、個々同士を繋げる役割を果

たすと思う。 

（委員） 

ただ、民間の施設で実施している試みを周知するだけでは、図書館の働きと

しては弱いのではないかと思う。事務局の意見にあったような民間企業へリサ

イクル本の設置を依頼するべきだと思う。そこへ図書館の試みも提供できれば

いいのではないかと考える。 
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（事務局） 

今の意見に対しては、図書館に確認してみないとわからない。リサイクル本

の提供又は、現状でそういった活動があるかを確認する。意味としては、間違

ってはいないか。 

（委員） 

  そこまでの活動が記載できれば、十分である。 

（委員） 

  第Ⅴ章１.サービスの向上の内容では、リサイクル本の提供をといった内容

を読み取ることは難しいだろうか。 

（委員） 

  詳細に記載することは必要ないと思うが、民間との連携といった内容は記載

するべきだと思う。 

（事務局） 

本日の会議でいただいた意見を集約させていただくと、第Ⅴ章１.サービスの

向上に民間を含めた貸出拠点の検討について記載する。ただし、内容について

は図書館に確認させていただく。次に第Ⅴ章２.情報発信・提供の強化又は４.

あらゆる市民のニーズに応える取組に、コロナウイルスの影響を踏まえたオン

ラインの活用、歴史・文化遺産については、社会教育との関わりも含めたとこ

を記載。市民への関わりでなく、発信という形での記載を検討する。 

（議長） 

  それでは、本日の審議は以上とします。いただいた意見を意見書へ反映していきます

が、修正等は議長及び事務局で調整を図り作成しますので、議長への一任について、了

承願います。 

（委員） 

  異議なし。 

（議長） 

  以上をもって本日の会議を終了する。 

 

 

 

 

 

 


