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会 議 の 概 要 
１ 会 議 名 令和元年度第１回宝塚市社会教育委員の会議  
２ 開 催 日 時 令和元年度５月２３日（木）１４時００分～１６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  □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）公民館指定管理者導入後の経過について 
（２）平成３０年度阪神北地区社会教育委員協議会 

第４回理事会について 
（３）令和元年度阪神北地区社会教育委員協議会 

第１回理事会について  
◆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１回社会教育委員の会議 議事要旨  
１ 報告事項  
（１）公民館指定管理者制度導入後の経過について 
平成３１年４月より導入された公民館指定管理者の経過について事務局より報告し

た。  （２）平成３０年度阪神北地区社会教育委員協議会第４回理事会について 
平成３１年３月７日、伊丹市役所で開催された平成３０年度阪神北地区社会教育

委員協議会第４回理事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１回理事会について    令和元年５月１７日、川西公民館(キセラ川西)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回理事会について事務局からの報告及び当日参加した委員

からの意見が述べられた。  
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） 
「地域課題解決のための社会教育のあり方について」について前回まで協議を進め

てきたが、一時中断し「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く。 
それでは、事務局より説明を願いたい。 

（事務局） 
今回より「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を願いたい。先週５月１１日に

図書館協議会から「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」をテーマに意見書が提出された。図書館については、社会教育

委員の会議で平成２７年１２月に「市民が学習成果を生かし合う地域づくりのための

社会教育施設 図書館のあり方について」を答申しているが、図書館協議会の意見書
を踏まえて、社会教育委員の会議として図書館の指定管理者制度の導入についての意

見書の提出を願いたい。 
本日は、図書館協議会からの提出された「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の意見書」について図書館長から概要の

説明を行う。 
（図書館長） 
指定管理者制度について図書館協議会からの意見書としては平成１９年６月に提出

されており、当時の結論としては、制度の導入は時期尚早ということであった。なお、
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制度の研究、経費節減、サービス向上への努力を怠らないこととされていた。 

その後、平成２２年に行財政改革推進委員会から第２次提言がなされ、図書館につ

いては、中央図書館は従来どおり市の直営とし、西図書館については指定管理者制度

を導入すべきとされた。第２次提言に対しては、庁内の議論、教育委員会での検討結

果等を踏まえて、平成２４年２月に都市経営会議で、できるだけ経費のかからない方

向でサービス向上に努め、直営方式を継続する決定がされた。 

今般、前回の意見書から１０年余が経過しており、社会の変化等も踏まえて、再検

討を行うこととした。 

なお、事務改善を行う事業として、「図書館のサービス向上の検討」について、開館

時間の延長など利用者のサービス向上に努めるとともに、指定管理者制度の研究を深

めることとされ、第２次行財政運営アクションプランに挙げられた。 
このアクションプランの対応としては、開館時間の延長については、平成３０年１

月から開館時間を３０分早めて９時３０分からの開館を実施した。 

意見書の構成としては、「Ⅰ結論」が最初に記載されていて、次に「Ⅱ結論に至った

理由」として１０項目、続いて「Ⅲ市民のための宝塚市立図書館を目指して（提言）」

として５項目が記載されている。附属資料として、「Ⅳ協議・研究内容」及び「Ⅴ参考

資料」が添付されている。全体会では明石市の視察をしており、事例研究としては三

田市も研究している。 
意見書の内容について、まず、宝塚市立図書館への指定管理者制度の導入は適切で

はないという結論に至った。 

結論に至った理由の第１は、「図書館は収益事業ではないので、指定管理者制度にな

じまないこと」である。図書館は非営利の施設であり、公民館のように利用料金が入

ってくるわけでもなく、価格競争をすると人件費を抑制する形が生じ、スタッフの定

着率が下がり、安定的・継続的なサービスの提供が困難になる。 

第２の理由として、「本市の図書館サービスは他市と比較しても充実しており、今い

ろいろなリスクを抱えながら、制度の導入に踏み切る必要はない」ことである。本市

の貸出実績は同規模市の上位１０％であり、利用者アンケートにおける満足度も高い。 

第３の理由として、「経験豊富な司書職員を切り捨てて、制度を導入するメリット 
は少ない」ことである。専門知識を有した司書になるには、５年、１０年の歳月がか

かると言われているが、本市の正規司書職員は１５名で、経験年数３０年以上が４名、

２０年以上が９名、９年が１名、１年が１名となっている。平均年齢は４９歳になる。

平成３１年１月３日付けの「天声人語」で、本市の「福袋」の取組が取り上げられ評

価されているが、このような取組など、図書館業務に熱意を持って取り組んでいる優

秀な人材を、指定管理者制度の導入によって失うことは惜しいと考えている。 

第４の理由として、「本市独自の資料やサービスを継続しにくくなる」ことである。

宝塚のまちに関する本（冊子）を募集し、図書館に所蔵する「みんなのたからづかマ

チ文庫」などは、市民とともに作り上げている事業であり、郷土資料に関する知識が
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十分ではない指定管理者では実施が難しい面がある。制度導入している市の事例研究

においても、この点の困難さは確認できている。 

第５の理由として、「サービスが固定化して、時代の要請等に対応するのが難しくな

る」ことである。指定管理者制度による運営は、３年から５年程度の短期間であり、

基本的に仕様書等に基づく協定で定められたことにより行われるので、社会情勢の変

化や時代の要請、地域住民のニーズ等に臨機応変に対応し、新たなサービスを実施す

るのが難しく、サービスが固定化する恐れがある。 

第６の理由として、「関係機関や市民・ボランティアとの連携が難しい」ことである。

現在、「おはなし会」や「読み聞かせ」などの児童向け行事や、対面朗読などの障碍(が

い)者向けサービスが、ボランティアと協力して盛んに行われているが、民間企業と市

民、ボランテイアとの協働になると、図書館業務の公共性は理解しつつも、営利目的

の企業活動を市民が手助けすることになり、納得が得られない面があり、制度を導入

した市において、離れていくボランティアの事例も確認している。 

第７の理由として、「全国的に見て、図書館への指定管理者制度の導入率は低い」こ

とである。日本図書館協会の２０１５年調査では、導入率は１３．２％であり、未導

入自治体の７割が、今後の導入を考えていないことからも、制度の導入はなじまない

と思われる。 

第８の理由として、「経費の削減効果や貸出実績の増加は、必ずしも期待できない」

ことである。近畿地方では競合企業が少なく、１期目で経費が削減された場合でも、

２期目以降で増額される傾向が見受けられる。また、貸出実績が大きく伸びた事例が

少ない。指定管理者は、とりわけ近畿地方では競合企業が少なく、１期目で直営時と比較し

て若干経費が削減された場合でも、２期目以降で経費が増額される事例も見受けられる。 
第９の理由として、「図書館の業務へのチェック機能が働きにくくなり、人権意識の

徹底や個人情報の保護が難しくなる」ことである。制度導入後の期間が長くなると、

現場の状況を知った職員がいなくなり、十分な評価ができなくなる。 

第１０の理由として、「図書館協議会が存在意義を失い、形骸化する」ことである。

制度が導入された場合、公と民の立場が逆転し、図書館法に規定する役割の「館長に

意見を述べる機関」として機能しなくなる可能性がある。 

次に、今後の図書館に対する提言としては、１点目が図書館のハード面の整備に関

すること、２点目が積極的なボランティアの活用等ソフト面の図書館サービスに関す

ること、３点目が図書購入費の確保に関すること、４点目が効率的な管理・運営に関

すること、５点目が年齢バランスの取れた採用等職員体制の整備に関することとなっ

ている。 

（委員）    市が図書館に対して指定管理者制度の導入を進めようとしているのか、市の方向性
と図書館協議会の意見書の方向性が違うのか。また、制度の導入はコスト削減になる
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のか。図書館のコスト面を知りたい。 
（事務局）    平成１９年から指定管理者制度が入り、市としてもできる施設については導入して
いくということになった。それ以後、行革検討委員会の第二次提言の中で西図書館の

指定管理者制度導入について挙げられた。ただ、コスト削減ということではなく、時

間の延長等業務改善が必要ということであった。市としては平成２４年の都市経営会

議で、この事項を報告した後に直営を継続するということが決定されている。市が指

定管理者制度を導入したいということではないが、図書館行政について指定管理者制

度を十分研究して、引き続き検討していこうということが市としての考え方である。   

（図書館長）    図書館の運営経費については、全体の約７割が人件費で、約３割が物件費等の運営
費になっている。例えば、正規司書職員の人件費を１人８００万円、アルバイト職員

の賃金を１人３００万円と仮定すると、制度を導入した場合、形の上では１人分の差

額５００万円の人数分は人件費として削減できることは予測できる。 

（委員） 
７割を占める人件費だが、今図書館に勤務している職員をすべて指定管理者の職員

に代わることによって、市民にとって今よりも良い図書館となるのであれば、プラス

の効果だと思う。しかし、今勤務している職員が勤務する方がいい図書館につながる

のであれば、コストのみの議論ではないとも思うので、人が代わればどうなるか検討

していくということでよいか。 

（事務局）    そのあたりのことを判断して、教育委員会へ意見書を提出していただきたい。 
（委員）    司書を育てるのは５年から１０年かかるということ、バランスの取れた年齢構成が
必要であるということ、色々と具体的に書かれていて分かりやすかった。理想と現実

との差は当然あると思うが、コスト削減も含めて、市民のための図書館としてどう位

置づけ、受け継がれていくのかは大事なことだと思う。 

図書館については、コスト面だけでなく継続性が大事で、安易に指定管理を導入す

るのは良くはないという印象を持った。 
（委員）    図書館について、まだ直営で体力があるうちに、より宝塚らしさを打ち出していく
ことが大事であると思う。民間との比較研究しつつ、若い人を育てていくことも重要

ではないか。第三者ではなく、自分の足元で育つことは誇らしいことである。この意

見書を大方尊重する方向に行っていきたいと思う。 

（委員） 
納得がいく意見書であった。阪神北地区の会議で川西市立中央図書館を施設見学す
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る機会があるので、他の図書館も見て検討していきたいと思う。 

（委員）    根拠の理由として記載されている部分で根拠になっていないものもあったが、図書
館協議会は図書館の側からみた意見なので、変更すべきでないという結論になると思

う。社会教育委員の会議に意見を求められているが、教育行政の中で図書館はどうあ

りたいのか、社会教育委員の立ち位置はどうなるのか教えてほしい。 

（事務局）    事務局からは、前提の条件を付すことはできないため、会議の中で議論いただきた
い。なお、平成２７年に図書館のあり方について答申をいただいているが、平成２７

年の答申では、直営が前提として検討されている。今後目指す方向としては、その実

現が可能な体制を考えるのも一つの方策ではないかと思う。その体制を実現するため

に直営が好ましいのか、指定管理者制度を導入してもできるのかという視点で判断し

ていただくのも一つかと考えている。 

（委員）    図書館のあり方で答申されている体制を実現するためには、どのような形がいいの
かを考えていくということか。 

（事務局）    まずはそれが一番である。指定管理者制度を導入して、全国の６割を受注している
業者が手を引く場合を想定すると問題が起こる可能性がある。他の業者を見ると、佐

賀県武雄市の図書館を運営する指定管理者の場合は、指定管理者の運営しやすい形に

なっているが、いろいろマイナス面も指摘されていて、一度導入を決めたが見送った

事例もある。図書館に付加する機能として、憩いの場を目指すのか、やはり社会教育

施設の本来の形を目指すのかによると思う。 

（委員）    そういったところを加味して、実現できる指定管理者がいるかどうかということか。
ただ、現状だと難しいというところか。 
（事務局）    予断する訳ではないが、冷静に見ると今言ったような状況である。 
（委員）    情報量が少ないので、どうしても偏った情報で判断しがちになる。少ない情報で判
断した方の意見が多数であっても本当にそれでいいのかとも思ってしまう。どうして

も情報は偏ってしまうので、そうならないように色々と教えて欲しい。 

（委員）    正規司書職員１５名の年齢構成について確認したい。 
（図書館長）    ５０歳代が６名、４０歳代が７名、３０歳代が１名、２０歳代が１名となっている。 
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（委員）    なぜ２０歳代が少ないのか。 
（事務局）    正規職員については、以前の退職者２名が補充されない状況が長期間続いている。
中央図書館ではその対応としてアルバイトが雇用されているが、西図書館ではアルバ

イトの雇用もない状況が続いている。今後１０年間で５０歳代の職員がいなくなるた

め、今から４０歳代の職員にノウハウを引き継いでいく必要があると思っている。 

（委員）    直営で継続できるのか。 
（図書館長）    図書館の設置の時に一定の職員を採用しているが、その後は施設数が増えてないの
で追加の採用はされていない。司書職員は、専門的な採用となっているため、基本的

には退職補充になる。最初に採用した司書職員のノウハウの引継ぎのためにも、少し

ずつでも採用する考えで、近年２０歳代の職員を１名採用した。 

（事務局）    指定管理者の運営では、サービス向上策として開館時間の拡大がポイントとされて
いて、朝９時から夜７時、８時までの開館が行われている。その場合、かなりの配置

人数が必要であり、人数を増やすと限られた人件費の中で、一人あたりの金額を下げ

ざるを得なくなる。また、人数の確保のために、司書資格の取得にはこだわらない採

用がなされる場合も生じてくる。    一般的なアルバイト単価が図書館より上がればそちらに流れるなど、人員の確保が
難しくなる。最近の事例で、指定管理から直営に戻った図書館もある。一定割合の有

資格者の配置が条件だったが、職員を確保できなかったと聞いている。給料が上がら

ない等の影響で定着率が悪くなる傾向にある。 

（委員）    正規職員に若い人が少ないのは、今後のことを考えると不安に思う。カウンターは
色々な立場の市民の声が聴ける場であり、カウンターでの対応は重要である。カウン

ターは本だけでなく人と向き合う場、信頼の置けるコミュニケーションの場なので、

若い正規職員が対応し、成長する糧としてもらうことが望ましい。 

（事務局）    図書館では、絵本の読み聞かせや各種講座等や行事を行っているが、今後は市民同
士が交流する場としての機能も付加できないかと考えている。     ただ、最近の傾向では、自分の借りている本を人に知られたくない人もいるので、
ＩＣタグを入れて機械による貸出ができれば、人と接しないで本を借りることができ

る。そのシステムを入れると人件費の削減にはなるが、市民と接するという機会の確

保の点で、バランスをとる必要がある。 
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（委員）    大阪の図書館の事例では、カウンターでの対応はアルバイト職員が基本で、レファ
レンス業務の対応は正規職員が行っていると思う。そういう業務の仕分けをすれば少

ない人材で有効に図書館を運営できるのではと思う。 

（事務局）    直営でも、経費の削減の努力は当然必要である。先ほどのＩＣタグの話でも費用が
かかる。直営でも合理化に向けた努力をすることが重要である。 

（委員）    機械化の時代ではあるが、人と人が出会うことが大切であり、図書館こそそういう
場ではないかと思う。機械化によって貸出情報等は保護されるが、機械化ですべて片

付けるわけにはいかないと思う。個人的には、図書館職員が個人に係る情報を漏らす

ことはないので、本を借りる時に人と人が接するという関係性が大事だと思う。 

（委員）    宝塚市の図書館として大事にしていることは何か。 

（図書館長）    本市の考え方として、近くに図書館があって、日常的に使いやすい、来館しやすい
図書館であることが大切だと考えている。 

（事務局）    伊丹市の図書館（ことば蔵）の事例だが、英語の勉強会等、公民館事業に近い事業
も行われている。まちづくり担当とも連携して様々な事業が行われている。今はそう

いったものも図書館に求められつつある。 

（委員）    図書館協議会からの意見書は誰に対するものか確認したい。また、図書館は収益事
業でないので、指定管理者制度にはなじまないとの記載がされている。また、中山台

分室が業務委託ということだが、どういう形なのか。 
（図書館長）    図書館法第１４条第２項の規定によると、図書館協議会は、「館長の諮問に応じる機
関」であるとともに、「館長に意見を述べる機関」の２つの機能を有している。今回は、

後者の機能に基づき、図書館長に意見書が提出されている。 

図書館が収益事業ではないことについては図書館法で規定されている。    中山台分室については、地元の図書館として地元で運営したいという要望を受けて、
平成２２年度から地元のコミュニティに業務委託している。業務委託というのは、カ

ウンター業務等の業務の一部を委託するものである。 

（事務局）    収益事業に係る指定管理の場合、市が指定管理者に支払う指定管理料と利用料等の
収益を併せて運営される。図書館の場合は収益が全くないので、指定管理の場合に、
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新たな事業を考えると指定管理料は上がると想定される。 

（委員）    本市の図書館の正規職員に若い人が少ないこと、全体の職員数が足りていないこと
の説明があったが、ボランティアを募って、うまく業務をこなしていければ、直営で

対応していけるのではないかと思う。 

（図書館長）    行事の開催や障碍(がい)者サービスの実施にあたっては、現在、ボランティアの協

力は大きいと感じている。今後、短時間のボランティアの募集を行おうと考えており、

配架・書架整理等の業務の一部の支援を想定している。 
（委員）    ボランティアの導入により、市民が図書館に関する認識を深めることにもなると思
う。開館時間について、朝の開館を午前１０時から３０分早めて９時３０分からに拡

大されているが、帰宅時間の遅い利用者には、夜間の開館時間を延ばす方が効果はあ

るのではないかと思う。 
（図書館長）    平成３１年１月に実施した利用者アンケートにおいて、朝９時からの開館の希望は
全体の６％であり、夜間７時以降の開館時間の延長の希望は１８％であった。結果を

見ると夜間の延長の方が効果的と考えられる。現在は、金曜日のみ１９時まで開館し

ている。今後については、この結果も踏まえて検討したい。 

（議長）    今後の進め方としては、委員会として意見書を正式に出していきたいと思う。小委
員会を設けて検討することとするので、了承いただきたい。 

（委員一同）    異議なし。 

（議長）    異議がないようなので、決定する。小委員会での意見書案については、他の委員に
は見ていただき、意見等を聴きたいと考えている。なお、実際に指定管理者制度を導

入している図書館を視察したいと思う。 

（事務局）        次回の全体会議は、他市の図書館の視察で、指定管理者制度を導入している三田市
か明石市を考えている。日程としては、７月１１日（木）の午後を予定している。 

（議長）    視察は７月１１日（木）の午後で、場所等は後日にお知らせする。本日はこれで終
了する。 


