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第６回清水町新図書館建設検討委員会 会議録 

 

⑴ 会 議 名 第６回清水町新図書館建設検討委員会 

⑵ 開催日時 平成 29年６月 29日（木）午前９時 30分～午前 11時 00分 

⑶ 開催場所 清水町役場３階大会議室 

⑷ 出 席 者 委 員 江面雄次／久保田澄子／庄司勝彦／鈴木恵美子 

（７人） 鈴木真理／水野正隆／宮﨑みどり 

事務局 教育長 山下和之 生涯学習課長 長島聡 

（５人） 生涯学習課補佐兼図書館長 牧野貴彦 

図書係長 真野旭弘／図書係主査 植松秀子 

 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議事 

⑴ 議題１ 提言書の確認について 

＜事務局＞ 

議題１について、事務局より説明する。 

「提言書の確認について」であるが、前回の委員会において提言書の内容

について御意見をいただき、また事務局への宿題もいくつかいただいた。 

前回の委員会終了後、事務局から修正をした提言書（案）を再度、各委

員の皆様に事前に確認していただき修正した。以前お渡しした提言書（案）

から修正した箇所について説明をする。 

まず、（前書き）について、前回までの委員会では、提言書に（前書き）

と『新図書館の建設に関する提言書』という題名の下に記載されていたが、

提出する提言書には（前書き）という言葉は不要なので、削除した。 

次に、４行目から９行目については各委員から多くの御意見をいただき、

事務局としても、文章表現、まとめに苦慮したところであるが、各委員の

御意見を勘案し、長くなるが一文とさせていただいた。 

具体的には、４行目の最初に『また、』を付け加え、『公共施設のあり方

について』の『あり方』を削除し、『全国的にも統合的かつ計画的な…』の

『全国的にも』を削除し、『財政負担の軽減等が問われる中、図書館の存在

意義が唱えられるとともに、』の箇所については、『併せて経費負担の軽減

等が問われていますが、』に改めた。７行目の『重要になっており、その意

味でも』を『重要であり、』に改め、『図書館は必要な多様な』を『図書館

は必要かつ多様な』に修正した。また、『役割を担い、』を『役割を担うと

ともに、』に改め、８行目の『地域の行政や』を『地域の課題に対する』に

改めた。 

９行目については、『自立的な判断を支えているものであると考えていま

す。』を『自立的な判断を支えており、その存在意義は日々高まっておりま
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す。』に改めた。 

次に13行目の最初の『また、』を『このような中、』に、前書きの一番下

の行、『意見を取りまとめたので』というところを『意見を取りまとめまし

たので』と『まし』を追加した。 

次に『１新図書館の基本構想《コンセプト》について』であるが、『②学

び、感じ、ふれあう未来を拓く出会いの交流室』の最後を『交流館』に改

めた。 

『④来れば来るほど元気になる健康オアシス』について、『来れば来るほ

ど』という文言は、図書館側の目線なので、利用者側の目線で『行けば行

くほど』に変更した方がよいのでは、との御意見をいただいたが、この件

について事務局で考えたところ提言書は図書館側の基本構想であるという

考えにより、いままでどおり『来れば来るほど…』の文言でいきたいと思

う。 

また、そのすぐ下にある、『総合計画施策：誰もが健康なまち』について

は、すでに町の総合施策として公表されているので、このまま修正なしで

お願いしたい。 

続いて、『２新図書館における蔵書計画等について』であるが、『②蔵書

資料について』の下から３行目から２行目にかけての『貸出等にのみなら

ず』という箇所を『貸出等に限らず』に改めた。また次の行にある『要望

します。』を『要望いたします。』に改めた。 

続いて、『３新図書館に望む館内の施設やサービス等について』であるが、

『（１）求められる機能〔設備〕について』の『②一人ひとりが居心地が良

く、お気に入りの場所であること』の一つ目、『くつろぎながら本に親しむ

ことのできる子ども用』という箇所を『親しむことができるように、子ど

も用』に改め、その次の『集中して学ぶことのできる』を『集中して学ぶ

ことができる』に改めた。 

次に『③子どもが思い切り遊び、学べること』の最後の一文に『こども』

とすべて平仮名になっていたので、『子ども』に改めた。 

続いて、『４新図書館における建設規模について』であるが、『②駐車場

について』の上から４行目、『分りやすい場所』と漢字で書いてあるが、前

のページでは平仮名で書いてあるので、あわせて、ひらがなの『わかりや

すい場所』に修正した。 

また最後の行の『要望します』を『要望いたします。』と改めた。 

次に『５新図書館における職員体制について』であるが、４行目、『蔵書

を増し』と『や』が抜けていたので、『や』を追加した。 

『６指定管理者制度の導入等について』であるが、下から４行目、『報告

します。』を『報告いたします。』に。一番下の行の『要望します。』を『要

望いたします。』に改めた。 

変更点の最後として、『６指定管理者制度について』のあと、『以上』と
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つけ加えた。 

最後に、提言書の内容ではないが、委員会名簿を提言書の後ろにつけて

提出したいと思うがよろしいか。 

以上、議題１のうち、「提言書の確認について」説明した。 

＜委員長＞ 

  ただいま、事務局から議題１のうち、「提言書の確認について」説明があ

ったが質問はあるか。 

＜委 員＞ 

『１新図書館の基本構想《コンセプト》について』であるが、『④来れば

来るほど元気になる健康オアシス』について、『来れば来るほど』という文

言は、『行けば行くほど元気になる健康オアシス』の方がよい。提言書は、

検討委員会から教育委員会に提言するものであると考える。図書館側から

言うと『来れば来るほど』ということであったが、委員会からすると、利

用者の目線から検討したということであるならば、『行けば行くほど』の方

がむしろ委員会の提言としてよいのではないか。 

＜事務局＞ 

  基本コンセプトとして、町として進めてくださいと提言としてあげるも

のであるので、その場合であれば『来れば来るほど』となる。このままコ

ンセプトを町が使って事業を進める場合、要望で『行けば行くほど』とい

う部分については『来れば来るほど』に変更しなければならないというこ

とであるので、それならば最初から『来れば来るほど』にして町としてや

ってほしいとした方がよいのではないかともいろいろ考えた。 

  正直申すと、事務局の中でも考えが二転三転してしまい、最後にこのよ

うな結果とした。 

委員会としての要望という意味では、町民目線で考え『行けば行くほど』

としてもよいと思う。町がこの提言書を受けて町が構想をつくる時に『行

けば行くほど』を『来れば来るほど』と置き換える形になるのかと思う。 

＜委員長＞ 

  委員の皆様の御意見を一人ずつ聞きたい。 

＜委 員＞ 

  全員『行けば行くほど元気になる健康オアシス』がよいとの意見。 

＜事務局＞ 

  『行けば行くほど元気になる健康オアシス』に訂正する。 

＜委員長＞ 

  他に意見はあるか。 

＜委 員＞ 

  文字の誤字・脱字等について指摘。 

＜事務局＞  

  訂正する。 
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＜事務局＞ 

  提言書は御指摘いただいた箇所を訂正して、本日教育長に提出を行うと

いうことで準備をするがよろしいか。 

＜委 員＞ 

  異議なし。 

 

⑵ 議題２ 今後の委員会について 

＜事務局＞ 

議題２について、事務局より説明する。 

前回の委員会で、提言書を教育委員会に提出すると一旦終えることにな

る旨を事務局から説明した。委員の皆様へお願いした検討事項については、

設計書等ができた段階でやはり確認したい、見届けたいという御意見等が

あったため、必要に応じて委員会を開催するということでよろしいか委員

の皆様の御意見をいただきたい。 

＜委員長＞ 

  ただいま、事務局から議題２について説明があったが、本日の会議をも

って解散するのか各委員の皆様の意見を伺いたい。 

＜委 員＞ 

  提言書を提出した責任もあるので、なるべく近づけるように確認してい

きたいので委員会は存続してもらいたい。 

＜委 員＞ 

  意見が取り入れられているかどうか一つずつ確認できたらと思う。 

＜委 員＞ 

  委員会の意見が反映されるかどうか見届けたい。 

＜委 員＞ 

  今後も確認をしたい。 

＜委 員＞ 

  100パーセント提言書のとおり進むとは限らないので、おそらくいろいろ

と変更が生じてくるかと思う。変更する時にどのような形が望ましいのか

を我々としては並行して議論できるような機会を設けていただけるとよい。 

＜委員長＞ 

  委員の方々皆、一つずつ事業が進んでいく中で確認をしたいという意見

であるので、事務局で今後の取り計らいをお願いしたい。 

＜事務局＞ 

  ひとまず、本日提言書を教育長に提出するわけであるが、ただいま御意

見をいただいたように、これをもって散会するのではなく、引き続き確認

もしていただくこととする。 

次回の会議であるが、町のスケジュールとあわせて説明をする。前回の

委員会でも、今後の町のスケジュールを説明したように、提言書が教育委
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員会に提出された後、７月12日に臨時の教育委員会を開催する予定である。

この会議で本日の提言書の内容について審議し、意見書を付して町長に提

出する予定である。この後、三役を含めた庁内の検討委員会の中で基本構

想を決定する。基本構想を決定した後であるが、公募型プロポーザルを実

施する予定である。説明会を開き、審査の上、設計者を決定する。今いた

だいた御意見を踏まえると、町の基本構想を決定し、説明会を開く前に、

庁内の検討委員会の中でどのように提言書が加味されているのか等の進捗

状況を一旦皆様に御報告をし、例えばこの部分が取り上げられていないと、

どうしてこの部分は受け入れてもらえなかったのか御意見が出た場合に、

庁内の検討委員会に再度見直しを求めていかないと公募する時は修正がで

きなくなる。基本構想が決定する前に提言書の内容がどれだけ反映してい

るかどうか、中間的な御報告ができればと思っており、御意見があれば上

申していく形をとっていきたいと考える。概ね８月の上旬ぐらいを次回の

会議の予定としてもらいたい。その後であるが、最終的に設計業者が決定

し、どのような平面図ができたということも知りたいと思うので、年内、

秋頃になるか年末になるのかわからないが、今後２回から３回、委員の皆

様にはお集まりしていただくことになると思う。 

＜委員長＞ 

  これから先、皆様にお集まりいただいて御意見をいただく場が設けられ

る可能性があるということなのでその際はお願いしたい。 

  事務局にお願いするが、もう変更ができないという時期に集合するので

はなくて、まだ変更ができる時期に会議を開催していただきたい。 

＜事務局＞ 

  了解した。会議の日時等は、改めて相談をさせていただきたい。 

＜委員長＞ 

  その他、御意見はあるか。 

＜委 員＞ 

  前回の会議の中で、読み聞かせをする場所をどこに設けるかとの話し合

いがあり、児童書のスペースの奥に設けるのか、保健センターとの共有ス

ペースの中に設けるのかをボランティアの会員と話し合った結果、児童書

のスペースにきちんと設けたほうがよいとのことであった。共有スペース

にはイベントの時におはなし会ができるスペースがあるとよいという意見

があった。 

  また図書館としては違うかもしれないが、宮西達也氏の作品を展示する

スペースを充実させるということに対し意見があった。三島市でミュージ

アムが既にあるということで、柿田川のビジターセンターの中に設けるの

かという質問があったのでこの場をお借りして伺いたい。 

＜事務局＞ 

  宮西達也氏は、郷土の絵本作家であり、町のふるさと大使でもある。現
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在数多くある作品を所蔵しコーナーとして設けているが、今後も充実させ

ていきたいと考えている。 

＜委 員＞ 

  宮西達也氏のコーナーは常設するということか。 

＜事務局＞ 

  現在も宮西達也氏のコーナーはあるが、特設展示として常設することに

なると思う。その時折の新作の絵本が発刊されたということであれば、貸

出しも含め、お知らせをしていかなければならないと思う。例えばその時

に宮西氏から展示するような資料を御寄贈していただいたり、借用させて

いただくことができたとするならば、それもあわせて展示をしたい。今後

柿田川ビジターセンターで宮西氏の部分をどうしていくかは、別に検討を

していくことになる。 

＜委 員＞ 

  どうしても宮西氏は外せないということか。 

＜事務局＞ 

  郷土作家でもあり、町のふるさと大使でもあるので引き続き宮西氏の展

示を行っていきたい。 

  ビジターセンターについては別で、「ゆうすいくん」というキャラクター

を宮西氏に作成していただいたので、「柿田川」や「ゆうすいくん」にちな

んだ絵本や作品を展示する形になるのではないかと思う。具体的には決ま

っていない。 

＜委 員＞ 

  ビジターセンターの中に宮西氏のスペースが加わるということか。 

＜事務局＞ 

  ビジターセンターの一部に宮西氏の資料を展示したいということである。 

＜事務局＞ 

  三島市にある宮西氏のミュージアムについては、お土産も置いてある。 

  図書館では販売はできないので、宮西氏が作成した本（絵本）を図書の

観点から紹介する郷土の絵本作家としてコーナーを設けたいと考えている。

ビジターセンターの中については、町で検討していく形となる。 

＜教育長＞ 

  今事務局から申し上げたことは、図書館とビジターセンターの宮西氏の

コーナーの差別化をする一つの観点である。 

  つまり、宮西氏の名前が出るので、図書館もビジターセンターも同じよ

うなコーナーをつくるように感じられ、地区懇談会でも統合すればよいと

いった意見が出る。ビジターセンターの方は、あくまでも「湧水」「ゆうす

いくん」に特化する考えである。図書館の方は宮西氏の絵本を、郷土の作

家として紹介するというように差別化をするということで今は話が進んで

いる。ビジターセンターは「ゆうすいくんコーナー」、図書館は「宮西達也
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絵本コーナー」と伺っている。ビジターセンターでミュージアムとうたっ

ているので、それが独り歩きをしてしまっていて、多少誤解があるのかも

しれない。 

＜委員長＞ 

  ただいま、教育長から説明があったが、少々誤解もあるようだ。「湧水」

という一部分の中で「宮西氏」の紹介コーナーがあるということである。

図書館は絵本を基調とした宮西氏のコーナーをつくるという形で御理解し

ていただければよいと思う。 

＜委 員＞ 

  宮西氏の展示のことであるが、現在の図書館であると、１階にも２階に

も本が並んでいる。実際に図書館へ行ったらどんな本かなと読みたいと、

図書館側としても読んでもらいたいということであると思う。そうすると

ただ展示をするだけではなく、読むことができるスペースがどこかに欲し

い。 

＜事務局＞ 

  御意見を反映できるように検討していく。 

＜委 員＞ 

  展示コーナーについてお話があったが、宮西氏のコーナーだけではなく、

紙芝居ボランティア「トンボの目」が作成してくださった、清水町の昔ば

なしの紙芝居を展示できるようなスペースがあったらよいと思う。清水町

の図書館の顔になると思う。 

＜委員長＞ 

  展示のスペース等はこれから具体化してくる話であると思う。変更がで

きる時点で会議の中で皆様の意見をいただくこととしたい。 

＜委 員＞ 

  初めに図書館の建設にあたっては、特徴を持たせるといった話であった

と思う。提言書を見ると少し薄いなといった、どれを特徴と捉えてよいの

か。図書館としては立派な建物になると思われるが、どこを特徴として捉

えてよいのか。住民に開かれたまちづくりの核としての内容を盛り込むと

か、もう少し特徴をはっきり示した方がよいと思うのであるが。 

＜事務局＞ 

  現在このように提言書がまとまりかけている。皆様が他の図書館施設を

見学された中で、ある程度同等のイメージをお持ちなのかなと思っている。

失礼ながら、他の施設の特色は何なのかを皆様がどう捉えているかだと思

う。蔵書においても15万冊から20万冊と、人口規模に応じた形でといった

御意見があった。最初に議論を交わしていく中で、例えば児童書に重点を

置くとか、漫画といった提言もさせていただいたが、そのような議論を重

ねてきた中で、皆様から利用者層、これからの高齢化も含めた中で、客観

的に利用者の町民の求める、ニーズに応えていくことに基づいて御意見が
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まとまったものと捉えている。単体の図書館として考えると多少大きな特

色というものは見え隠れしている部分もあると感じる。保健センターとの

複合施設を町が計画しているということで、そのことについても皆様から

は同意いただいている。従って保健センターとの合築の中でいかに特色を

生かしていくのかと捉えている。健康や子育て支援に関する図書の特設コ

ーナーをつくったり、保健師との個別相談ができるスペースをエントラン

ス等の共有スペースにどのような形で設計していくのかとも思うし、健康

とのタイアップということであれば、屋上庭園を憩いの場とする中で足湯

だとかを設けてみたり、単なる外階段も非常階段としてだけではなく、階

段を上り下りすることで足腰を鍛えられるような健康の取り組みを取り入

れることもできる。その中で保健センターとの複合施設としての特色を考

えていかなければならないと受け止めている。 

＜委員長＞ 

  図書館という意味合いから、蔵書の種類によっても特色がでるのかと思

う。ただ施設だけの問題ではなく、内容で特色を出していく方法もあるの

で、次回また検討いただければと思う。委員からこのような意見もあった

と事務局も受け止めてほしい。 

＜委員長＞ 

  教育長から総体的に意見はあるか。 

＜教育長＞ 

  今、委員の皆様から出されている問題は、実はいろいろなところからも

私のもとに入っている。新しく建設するにあたり、従来の図書館の機能を

生かす、合築といった視点から見た特色ある施設をつくっていこうではな

いかと地区懇談会でも御意見をいただいている。町長のまちづくりのコン

セプトが町民参加型ということで進めているので、提言書がまとまった段

階で、または次の教育委員会で提言書の中身を審議した時、皆様に町民に

示すことで皆様の御意見を再度入れて、修正してといったパブリックコメ

ントをいつ行うか教育委員会でも考えていく。教育委員会で二度自由な意

見交換を行ったが全く委員の皆様と同じ意見が出ている。７月12日に臨時

の教育委員会を開催するが、皆様からの提言書について、こうしたらよい

といった意見が出るかもしれない。そのことはまた皆様にお返しし、まと

めた上で町長へ意見書を提出できればと思っている。いろんな意見がある

ことは事実である。この中で私たち町独自の内容を拾っていくことがこれ

からの作業かと思う。今までの議事録を再度確認しながら、教育委員会の

意見をまとめていきたい。参考までに、総合教育会議という町長が主催す

る会議があるが、その中でも教育委員と図書館建設について意見交換をし

ているので、だいぶ町長へも意見があがっていることは事実である。審議

の結果については、この委員会にお返ししながら、共に考えていきたいと

思っている。 



 
 

9 

 

＜委員長＞ 

  本日の議事はこれにて終了した。事務局へお返しする。 

 

４ 事務連絡 

＜事務局＞ 

先週の６月19日（月）に、清水町シニアクラブ連合会の本部役員の皆様

と新図書館建設に伴う意見交換会を行った。 

シニアクラブの本部役員の方からも、現図書館の使い勝手の悪さや蔵書

の古さについて御指摘をいただいた。 

欲しい設備等については、広い駐車場、大きな展示場、昔の映画などを

鑑賞できるスペースがほしいとの意見が出された。 

その他の自由な意見としては、公共施設等の新設については、設計段階

に入ると要望や意見が取り入れられないことが多いため、注意しながら進

めて欲しいといった意見もあげられた。このような意見を庁内検討委員会

にもあげていきたいと考えている。 

他に御意見はあるか。 

＜委 員＞ 

  このような場で言うべきではないと思うが、図書館は受益者負担として

料金を徴収している講座がある。図書館は教育施設として受益者負担を除

外してほしい。どこに意見をいったらよいのか。 

＜事務局＞ 

  講座を開催するにあたり、講師の謝金に関わる料金については受益者負

担を徴収する必要はないかと思うが、どうしても原材料費がかかるものに

ついては、少なからず負担をいただかなければという観点もある。貴重な

御意見として伺う中で検討を重ねていきたいと考える。 

＜事務局＞ 

  次回の会議については、委員長と相談しながら日程調整をさせていただ

き開催させていただきたい。 

 

５ 閉会 

閉会後、提言書を教育長に提出 

                                以上 

 

 


