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令和３年度 第２回さいたま市立視聴覚ライブラリー運営委員会会議録

開催日時 令和３年１１月２４日（水） 午後３時００分 ～ ５時００分

開催場所 北図書館 イベントルーム

出席者    林弘樹委員長、宮本恭嗣副委員長、三島浩委員、三ツ口拓也委員、森山日登美

委員

欠席者    なし

事務局    細田教育長、内山中央図書館長、高橋北図書館長・兼視聴覚ライブラリー館長

       （事務担当）大橋館長補佐、杉田館長補佐兼資料案内係長、富澤主査、高塚主任

公開・非公開の別            公開

非公開の理由              －

傍聴人の数               ０人

次第     １ 開  会 

  ２ 任命書の交付 

  ３ 教育長あいさつ 

  ４ 議  事 

（１）マルチメディアライブラリーの進捗について

（２）視聴覚ライブラリー運営委員会検討課題について

（３）マルチメディアライブラリーの目的について

（４）マルチメディアライブラリーの事業について

（５）その他

  ５ その他 

  ６ 閉  会 

【議事内容】 

事務局

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

私は、本日司会を務めさせていただきます、北図書館課長補佐の大橋と申します。よろし

くお願いいたします。それでは配布資料の確認をさせていただきます。８点ございます。「次

第」、「委員名簿」、「座席表」、「資料１中央区役所周辺の公共施設再編事業 事業概要書」、

「資料２マルチメディアライブラリー諸室概算」、「資料３視聴覚ライブラリー運営委員会検

討課題について」、「資料４MML検討委員会の進め方私案」、「資料５マルチメディアライブ
ラリー構想骨子たたき台」、以上で８点となります。不足の方はいらっしゃいますか。

それでは次第の２でございますが、１１月１日付で新たに委員をお願いする皆様へ、さい

たま市教育委員会細田教育長より任命書の交付を行います。私がお名前をお呼びしますので、

お立ちいただき、恐れ入りますがその場でお受け取りください。林弘樹様、三島浩様、三ツ

口拓也様、宮本恭嗣様、森山日登美様。以上を持ちまして、任命書の交付を終了いたします。

今期の運営委員の任期は、令和５年１０月３１日までの間となっております。どうぞよろし

くお願いいたします。
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続きまして、細田教育長よりご挨拶を申し上げます。

教育長

皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきましたさいたま市教育委員会教育長の細田眞

由美でございます。

皆様方におかれましては、ご多用中にもかかわらず、視聴覚ライブラリー運営委員を快く

お引き受けくださいまして、誠にありがとうございます。まずもって、皆様のご快諾に感謝

申し上げます。

また、日頃より、生涯学習の推進や、図書館の運営にも多大なるご尽力をいただいており

ますことに、重ねて感謝申し上げます。ありがとうございます。

さて、前任期の視聴覚ライブラリー運営委員会では、視聴覚ライブラリーそのものの在り

方をご検討いただきました。６月の運営委員会で、市民のメディアリテラシー教育、地域映

像資料の保管と作成、そしてコンテンツの有効な運用等を柱とした、マルチメディアライブ

ラリーへの移行についてのご提言をいただきました。

これを受けまして、今後は、マルチメディアライブラリーの将来像や具体的な取り組みに

ついてご検討いただきたいと考えております。

私自身も、マルチメディアライブラリーの定義といいますか、マルチメディアライブラリ

ーとは、行政機関である私どもがどんな取り組みができるのかとか、どんな取り組みをして

いくべきなのかとか、いつもマルチメディアライブラリーのことを考えるたびに、つらつら

と何ができるんだろうなとか、何を今していくべきなのか、もっと言えば、何が求められて

いるのかなというのを、よく考えています。

そもそも図書館の、これまで長いこと担ってきた役割というのは、今も内山館長とも話を

したんですけれども、例えば図書館が運営する様々なイベントは、図書館本体に、老若男女

問わずに親しんでもらうためのかけ橋であったりとか、そういう位置付けがずっと長いこと

あったと思います。

おはなし会にしてもそうだし、映画やドキュメンタリーみたいなものの上映にしてもそう

ですけれども、それを楽しんでいただいて、それに参加していただいて、そういう人たちが、

本体である図書館に足を向けてもらうためのイベントだったりとかそういう存在であった

りする側面が大きかったと思うんですね。

しかし、それを今度超えて、林監督がよく言ってくださってるように、まさに図書館を中

心として、いろんな人々が集まってきて、自分のやりたいことをそこで具現化していくとか、

そういう役割、もっともっとまちづくり、そこに生きて暮らして人生を送っている皆さんた

ちが、そこを拠点にして何かもっとこう、ワクワクするような何かが、見つけられればいい

なあっていうような。そもそも図書館の考え方自身を転換していく時期に来てるんだなって

いうのを痛感してるわけなんですね。

そこに、このマルチメディアライブラリーの具体化、私たちが求めていくものが、ある意

味、形が見えてくるのかなって思っています。どんなふうな展開になるだろうと思って、ワ

クワク感があるところです。

今、私のど真ん中は、教育ですので、学んでいくことでワクワクする、大人も子どもも新

しいことを知ったり、新しいチャレンジをすることによって、ワクワクすることが、これか

らすごく求められているんだなっていうのが頭の中にあるので、皆さんたちとそういうもの

を求めていきたいというふうに思っています。

それで今回の運営委員の選出につきましては、皆様方のような、ある意味マルチメディア

ではありませんけども、マルチな方々っていいますか、いろんな多彩な顔を持ってらっしゃ

る方に集まっていただきまして、ぜひ、それぞれの専門知識を生かして、私たちが、まだち
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ょっと漠然としてるんですけれどもマルチメディアライブラリーの、具体化について、ぜひ

活発な意見をいただけることを期待しております。

教育委員会といたしましても、マルチメディアライブラリーの推進をはじめ、他にも例え

ば図書館を含めた、生涯学習施設の推進について、これから本当に私たち教育委員会が非常

に大きなウエイトといいますか、すごく大事な分野だということで、取り組んでいかなきゃ

いけないんだなというふうに思っています。

実は長くなって大変恐縮なんですけれども、さいたま市は、０から１４歳の転入超過が、

６年連続なんです。コロナになってオンラインだったりすることが多いんですけれども、全

国の教育長会議とか都市教育長会議などで、それぞれの教育長が抱えている課題とか、取り

組んでいかなきゃいけないタスクみたいなものの話をすると、１，７４０市ある中で、子ど

もが増えて、そしてその子どもの教育について、例えば入れ物もそうだし、それから、そこ

に様々な付加価値をつけていかなきゃいけないっていう、前向きだといいますか、すごくク

リエイティブで膨らんでいく、その課題を抱えている自治体は１０市に余る。そのくらいの

日本になってしまっているんですね。

多くの自治体が、人がいなくなる、まして子どもたちがどんどんいなくなる、学校を閉じ

なきゃいけない。もう公民館もいらない、図書館もいらないって言うような問題を抱えてい

る中で、本当に１０市に余る、若しくは、５市に余るくらいの自治体であるので。だからこ

そ、私たちに課せられてることとか求められてることがあるんだなというふうに思っており

ます。

人生１００年時代と、もう手垢が付いたくらいよく言われることですけれども、その中で、

生涯学習や図書館や公民館や、そういったものを、そのまちづくりの真ん中に置いて、考え

ていかなきゃいけない自治体なんだなというふうに思っております。

皆様、大変なお仕事になってしまうかもしれませんが、ぜひお力を貸していただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局

ここで教育長は公務のため、退席させていただきます。

今回は、任命後初めての会議ということでございますので、恐れ入りますが委員の皆様にお

ひとりずつ自己紹介をお願いしたいと存じます。お手元の資料の委員名簿をご覧ください。そ

れでは名簿順に林委員から順にお願いいたします。

（各委員、自己紹介）

事務局

ありがとうございました。続いて事務局職員からも自己紹介させていただきます。

（事務局、自己紹介）

事務局

次に、本日の出欠についてご報告させていただきます。

  本日の出席委員は、全委員で、過半数を超えており、会議の定足数を満たしておりますこと

をご報告いたします。

  それでは次第に従いまして、委員長及び副委員長の選出にはいらせていただきます。さいた

ま市視聴覚ライブラリー条例施行規則第４条第１項により「委員長及び副委員長１人を置き、

委員の互選により定める」となっております。
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どなたか、委員長、副委員長に立候補していただける方はいらっしゃいますでしょうか。

林委員

  はい。

事務局

それでは、林委員に委員長をお願いしたいと思います。よろしければ承認の拍手をお願いい

たします。

（拍手）

事務局

  副委員長に立候補していただける方はどなたかいらっしゃいますでしょうか。

立候補する方がいらっしゃらないようですので、事務局から副委員長案を示させていただい

てよろしいでしょうか。

各委員

異議なし。

事務局

  それでは事務局案を示させていただきます。副委員長として宮本委員を事務局案として示

させていただきます。いかがでしょうか。よろしければご承認の拍手をお願いいたします。

（拍手）

事務局

  ありがとうございます。副委員長は宮本委員にお願いいたします。

では、早速ではございますが、委員長、副委員長より一言ご挨拶をいただきたいと存じます。

初めに、林委員長、お願いいたします。

林委員長

  改めましてよろしくお願いします。色々、決めていかなければならない、そうしないとこと

が動いていかないってこともあると思いますので、皆さんに大いに発言していただいて、そこ

で僕も、見ながらですね、何かアイディアをどんどん出していければなと思っております。よ

ろしくお願いします。

事務局

ありがとうございました。続きまして、宮本副委員長、お願いいたします。

宮本副委員長

  はい。改めましてよろしくお願いします。僭越ながら副委員長を務めさせていただきます。

私の役割としては林委員長をサポートしながら、この委員会がですね、より活発な意見交換

と、その先にあるマルチメディアライブラリーとは何なのかみたいなところはですね、教育長

からお話ありましたけれども、より具体化していって、中央区役所の周辺の再編の方にですね、

うまく溶け込んでいけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
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事務局

ありがとうございました。中央図書館長は、公務のためここで退席させていただきます。

中央図書館長

 ここで私は失礼させていただきますけれども、どうかよろしくお願いいたします。

事務局

  本来であれば、さいたま市立視聴覚ライブラリー条例施行規則第 5 条第 1 項により委員長
が議長になることとなっておりますが、委員数が５名ということもありますので、議事の進行

については、事務局の方で務めさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。

（各委員承認）

事務局

それでは、議長も含めて委員の皆さんにご自由に発言いただきたいと思います。

北図書館長

  では、進行を務めさせていただきます。

事務局

初めに本委員会の公開の許可につきまして事務局からご説明申し上げます。

  本委員会の会議の公開につきましては、さいたま市情報公開条例第２３条により原則公開

とさせていただきますが、法令等により公開されないとされている事項、個人情報に係る事項、

人事管理に係る事項など、不開示情報に該当する事項について審議する場合は、理由を明らか

にしたうえで、会議の全部または一部を非公開とすることができます。また、本委員会につき

ましては、会議録を作成するための録音を行わせていただきます。会議録につきましては、各

区情報公開コーナーと市のホームページで公表する予定となっておりますので、予めご承知

おきください。本日の会議の案件は不開示情報に該当しないため、公開とさせていただきます。

  次に、傍聴の許可についてですが、本日は傍聴を希望されている方はいらっしゃいますか。

事務局

いらっしゃいません。

北図書館長

それでは議事にはいらせていただきます。議事（１）「マルチメディアライブラリーの進捗」

について、宮本副委員長から説明をお願いします。

宮本副委員長

はい。お手元の資料、参考資料 1のですね、「中央区役所周辺公共施設再編事業、事業概要
書」と、Ａ４横の資料になりますけれども、こちらでちょっとご説明させていただきます。

本来であればですね、マルチメディアライブラリーとは何なのかという定義とかですね、そ

こでどういった取り組みを行っていくべきなのかみたいな議論があってからの箱物の考え方

自体の順番に、本来であればなるべきところなんですけれども。実は与野本町駅、近くにあり

ます中央区役所、その周辺に公共施設が複数集積してる場所がございます。そこが、ほぼすべ
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ての施設が今老朽化しておりまして、段階的に再整備再編していく計画が今、市の中で検討さ

れています。それがお手元の資料でございます。

この中で、与野図書館、或いは下落合公民館という教育委員会が所管している、社会教育施

設がございまして、こちらも再編対象になっております。

このマルチメディアライブラリーを検討していくにあたって、やはりそれをその中でマルチ

メディアライブラリーってどういうものかみたいなことを議論していった先に、どこかの図書

館とかでですね、それを具現化していかなきゃいけないという中で、ちょうどそのタイミング

でこの公共施設再編が進んでるということで。この与野図書館で、そのマルチメディアライブ

ラリーの具現化ができるんじゃないか、というところがございます。

その中で、今この再編事業がどんどん進んでる中で、スケジュール上、ちょっと鶏と卵が逆

転するような話なんですけれども。まずここで、そのマルチメディアライブラリーがあり、与

野図書館をマルチメディアライブラリー化するためのですね、いろんな市役所内部の調整を先

行して進めなきゃいけないというところがございまして。そもそもマルチメディアライブラリ

ーの話の前にここでそれを具現化してしまおうというところを市の中で押さえなきゃいけな

いというですね。ちょっとそういう課題がございまして、そのためちょっと順番を逆転して、

この事業の話をちょっとご説明、進捗状況のご報告をさせていただけたらなと思っております。

この場所を現地をご存知の方、ご存知じゃない方もいらっしゃるかと思いますけれども、資

料１のですね右下に、模式図、地図がございますけれども、現在とリニューアル後というふう

に並べてるところの現在の方にありますように、複数の公共施設が集積している場所がござい

ます。この中で、与野図書館もその中に含まれてるんですけれども。

今、市の方ではですね、中央区役所及び与野図書館を核としながら、周辺の公共施設をです

ね、複合化していく方向で検討が進んでおります。今現在、その公共施設再編の基本方針の案

を固めているところでございます。もうすぐ市議会が始まるんですけれども、その議会の中で

方針案の報告が行われます。そのうちですね、市民の皆様に対して基本方針案を示してですね、

パブリックコメントという形で、市民の皆さんからご意見を賜るっていう機会を受けまして、

今年度中、２月か 3月ぐらいにその基本方針案が策定されて、公表されるっていうような流れ
になっています。

その中でですね、一応市の方で様々、周辺の市民の方も含めたですね、ワークショップとか、

或いは民間事業者の意向とかを確認した中で、その複合化の組み合わせの案をですね、一応示

されてるっていう状況にはなっています。

この公共施設再編事業については、一応、公民連携で進めるっていうことが大きな市の方針

としてございまして。どういう形かというと、こういった複数の公共施設を複合化することに

よって、余剰地が生まれるわけですね。そうすることでその余剰地を、民間に開発していただ

くみたいなこととかですね、或いは公共施設の整備そのものも、民間に一部担っていただくと

か、そういう形で、公民連携でまちづくりを進めていこうみたいな、大きな方針が出ておりま

す。

概略のスケジュールが、資料の方にありますけれども、少しこれは情報としては少し古い形

になっておりまして、基本方針の再編方針の策定というところが２０２０年、中頃にかかって

おりますけれども、これが概ね 1年ぐらい今延びてるという形になっておりまして、２０２１
年度の、今、この基本方針の策定が行われてるっていうところになっておりますので、概ねこ

のスケジュールは１年ぐらいは、ちょっと後ろにずれてるっていうのは、ご認識をしていただ

けたらなと思います。

その中で、今、基本方針の策定を進めてるところなんですが、同時並行でですね、その後の

基本計画の検討を今着手してるような状況になっておりまして、その基本計画が、来年度です

ね、令和４年度中に一応策定するっていう方向で動いております。その中で概ねその複合化す
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る公共施設の、配置とか、或いは規模だとか、中身、概ねの中身が、大体この基本計画で固め

られていくっていうような今ステージになっておりまして。ちょうどそれが今同時並行で進ん

でるという形の中で、その与野図書館や、下落合公民館といったものをどういうふうにしてい

くのかっていうところを、概ねこの１２月、１月ぐらいで教育委員会としての案を、その再編

基本計画を作ってる、初回ですね、お出ししなきゃいけないという状況になっておりまして。

その中で、この委員会の中で、様々なご意見を踏まえた上で教育委員会の中で、それを取りま

とめて、教育委員会の希望としては出さなきゃいけないみたいなことになっておりますので、

ちょっとタイトなスケジュールではあるんですけれども、皆さんから様々なご意見を頂戴でき

ればなというふうに思っております。

基本的には、大きなポイントとなってくるのは、マルチメディアライブラリーを見据えなが

ら与野図書館及び下落合公民館という社会教育施設をですね、どういう形で再編していったら

いいのか。もう少し端的に申し上げると、例えばその与野図書館と下落合公民館をそのまま複

合化してしまうっていう考え方も一つあるかなと思っておりまして。その概ねの方向性をです

ね、どういった形でそれが図書館と公民館を融合させるのか、或いは連携させるのかみたいな

ことを、含めてちょっとこの委員会の中で議論していただけたらなというふうに考えておりま

す。

で、複数の公共施設を再編する事業になるもんですから、教育委員会、この委員会或いは教

育委員会の中で取りまとめた意見がですね、そのまま採用されるかどうかは、ちょっとわから

ない部分ではあるんですけれども、教育委員会として、この委員会として、望ましい形ってい

うのはこういう形ですっていうことを、この正味 2ヶ月ぐらいの間でですね、固めて出してい
けたらなというふうに思っておりますので、ぜひ様々なご意見を頂戴できたらなと思っており

ます。

その中で、様々な公共施設、この中にあるんですけれども、個人的には、図書館がやはりま

ちづくりの核になるんじゃないかと思っておりまして、本当にさいたま市２５館の図書館があ

るわけですけれども、なかなかそのそれぞれの図書館が特徴づけられたですね、活動が十分で

きてないというような認識もあったりする中で、本当にこう、さいたま市ならでは、或いはこ

の与野図書館でしかできない、図書館像みたいなことを示すことができればですね、それが結

果的にその全体の公民連携のまちづくりに資する、或いは目玉となってですね、すばらしいま

ちづくりに繋がっていくんじゃないかなという期待感もあってですね、そういったような、非

常に重要な位置付けになってくるというような、認識でちょっと皆さんにいろいろ考えていた

だけたらなというふうに思ってる次第でございます。

はい。私からの説明は以上です。

北図書館長

はい。ありがとうございます。

続きまして、資料 2ですね、「マルチメディアライブラリー諸室概算」という資料について
説明させていただきます。

これはですね、すでに進んでいます、中央区の再編計画の中で、建築基準法に照らして延床

面積を算出しなくてはいけないのですが、図書館部分については現在の与野図書館の面積の何

割っていうふうに決められているんですが、マルチメディアライブラリーの部分について上乗

せするとどのぐらいの面積が必要なのか、概算でいいので出して欲しいっていうふうに言われ

まして、中身が全く決まっていないのに、出さなくてはならないことがありまして、先行して

考えて出したものです。

下の段ですけれどもマルチメディアライブラリーの専用機能と書いてあります。マルチメデ

ィアライブラリーがどのようになるか分かりませんけれども、市民の皆さんが自主的に活動し
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ていただくプロジェクトを作っていただいて、それにいろんな方に参加していただくというよ

うな形を考えてみましたので、そのメインとなる市民の活動団体のための部屋を確保したいと

思いまして市民活動室というのがあります。

これは、一般の方にはお使いいただくわけではなくて登録の団体の方々などにお使いいただ

くというイメージです。または、企画を考えていただくときにお使いいただく部屋。映像加工

室というのは、ここに書いてある通りなんですけれども、映像などの編集ができるような機材

を、今はパソコンがあれば、普通にできてしまうことですけれども、家庭ではちょっと置けな

いけれど、ちょっとだけいいものみたいなものをここに置いて使うイメージです。中央区です

がビジネス支援っていうものも、ゴールにしているということなので、ＣＭとかちょっと作れ

るというようなイメージで考えています。

録音録画室というのは、その映像加工する前の段階の録音とか録画とかっていうことがちょ

っとできるようなスタジオですとか、録音機材ですとか、そういうものを考えています。印刷

室というふうにありますが、ここで、３Ｄプリンターやレーザーカッターなど、やはり家庭で

置くにはちょっと、小さい会社で置くにはちょっとって思うようなものをここに置く。今まで

の図書館ですと、インプットするというイメージだったと思うんですが、皆さんの考えたこと

をアウトプットするっていう形の一環として、印刷室を考えています。受付とライブラリー機

材室については今までの視聴覚ライブラリーの機能を残す。提言でいただいたように、地域の

歴史を残していくというところで、保管も視野に入れて、この面積を算出しています。

上の部分ですけれども、公民館になるか、何になるかわかりませんけれども、他の集会施設

などと共有することも可能であろうという部分で、マルチメディアライブラリーとして使うた

めに何が必要かということで、研修室で、パソコンが使える、何も行事がない時はテレワーク

室として使っていただける。

で、講座室ですね。ちょっとした、映画の上映などができる程度の講座室。それからグルー

プ室は貸出用の会議室ですね、テレワークなどにも対応できるようにしたい。書斎室というの

は、今ここの施設にもありますけれども、1人でパソコンが使える、Ｗｅｂ会議なども、1人
でそこの部屋で使えるというような施設というふうに考えて諸室の概算を出してみました。

ただこのことについては、本当に建築上の面積が必要だから出してくれと言われて出したも

のなので、この面積が確保されるという担保は全くございません。こういう感じのことを考え

ていますので、このぐらいの面積を確保していただけないかというふうに出しているものです。

はい。これについては以上です。

続きまして、次第の２番ですね。「視聴覚ライブラリー運営委員会の検討課題について」で

すが、資料３です。この運営委員会なんですが、開催の予定が、今年度３回来年度４回、検討

していただく内容はマルチメディアライブラリーの設置目的の明確化、マルチメディアライブ

ラリーの事業の内容、事業を行うにあたって必要な設備について。検討の期限、とりあえずで

すね令和４年の 1月末までに未来の図書館公民館を作る検討会議に提案するとしています。
この未来の図書館公民館を作る検討会議というのは、委員長と副委員長にも来ていただいて

るんですけれども、その他に、教育委員会の教育政策室と生涯学習総合センター、あと中央図

書館も含まれています。公民館と図書館の連携ということについても、先ほどから話が出てま

すが、そのことについて中心に検討しているところです。

マルチメディアライブラリーを核として連携していくというようなイメージで今考えられ

ていますので、マルチメディアライブラリーをどういうふうにしていくのかというのを逐次報

告するという形になっています。

こちらの方に、１月末までぐらいにまとめた形でお出ししないと、中央区再編が来年度から

基本計画がもう始まってしまうので、基本計画を立てるって言い始めるときにはもうこういう

ものでお願いしますというふうに、こちらから提案できるような形にまとめておきたいという
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ことです。その裏のページですが、考え方の素材について簡単に。６月にいただいた提言なん

ですけど、その時には、市民のメディアリテラシー教育と、それから地域の映像資料の作成と

保管、コンテンツの有効な利用という３点を挙げていただきましたけれども、ちょっと今、中

央区の再編計画が持ち上がった関係上、目的がそれだとちょっと弱いというか、はっきりしな

いというところがありますので、目的についてもう一度ご検討いただきたいというふうに考え

ています。

中央区の再編計画は、まちづくり協議会という市民の皆さんたちが、参加されている協議会

があるんですが、地元の皆さんが、その中で、もうすでに再編計画の方針案を検討されている。

その中に突然マルチメディアライブラリーを突っ込むっていう形に今なってるわけなので、マ

ルチメディアライブラリーがどんなにいいかっていうことを明確に出したいというふうに考

えています。

で、活動内容の例については、先ほど面積のところでお話したことと、ほとんど一緒です。

インプットだけではなく、アウトプットしていくというところが、図書館としては新しい、公

民館としても多分新しい、ところだと思います。

情報を得る場所だけではなくて、自ら発信する、何か作るだけじゃなく、市民の皆さんがこ

う集まって、次の何かを習ったらそれを次の誰かに知らせていく、教えていく、皆で学んでい

くっていうふうに、繋がるような形になったらいいなというふうに考えています。それが市民

の交流の場の創設ということにもなるかと思います。

図書館は、今ちょっと検討してる中で、どういうふうに建付けがなるかわからないんですけ

れども、図書館は図書館法というものがございまして、図書館の事業は無料でなければならな

いという、無料の原則というのがございます。なので図書館の事業だと、お金が取れない。材

料費とか参加費とか、基本取れないです。公民館は、材料費ぐらいは、徴収してもいいことに

なっている。全部が図書館の事業というふうになってしまうと、すべてを無料でやらなくては

ならなくて、そうすると講師の先生、この人を呼びたいと思っても、なかなか難しい。ちょっ

と皆さんに５００円でも出してもらったら呼べるのにっていうこともあったりするかもしれ

ない。なので、そういうところでどういう建付けにするかっていうことは、ちょっとご考慮い

ただきたいなと思います。

で、設備等についても先ほど、ご説明した諸室のことに関連するようなことだけしかここに

は書かれていないので、もっと皆さんの自由な発想で、もっとこうしたらああしたらっていう

のがあったらぜひ教えていただきたいと思います。

パソコンなどを５年で更新するとか、新しいメディアができたときには、そういうものの導

入を検討しなくてはならないとか、そういうこともご検討いただきたいと思います。

あとはですね、デジタルアーカイブについてなんですけれども、ちょっと私もちゃんと把握

できてないんですけども、内閣府の方でですね、我が国におけるデジタルアーカイブ推進の方

向性っていうのが検討されていまして、平成２９年の後どうなったのかちょっとまだ、把握し

きれてないんですが、デジタルアーカイブの構築共有活用のガイドラインっていうのを作りま

しょうというところにきているようなんですね。

これのガイドライン、地域の歴史の残し方なんですけれども、いろんなデジタルアーカイブ、

いろんな形式で残されてしまうと、国内で共有できないと問題があるということで、国の方で

イニシアティブを取っていくっていうふうに考えているようなんで、できればそれに則った形

で保存しておくと、いろんな時代によっていろいろ変わっていくところをフォローできるので

はないのかなと期待しているところでございます。

事例なんですけれども、後先になりますけど、下の四角の方、メイカースペースですね。先

ほどからお話している諸室一覧に載せたようなことというのはメイカースペースという言い

方で、世界の図書館でいろいろされていて、アメリカの図書館で始まった取り組みです。３Ｄ
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プリンターなどの一般には利用できないハイテク機材とか、ミシンや工具なんかも貸してたり

してるんですけれども。あとは録音できる音楽スタジオ、動画編集できるスタジオもあって。

市民の創作活動を支援する取り組みとしてなされていることです。

サンフランシスコの中央図書館のメイカースペースは近隣の大学と連携しているので、近隣

の大学の先生が教えに来てくれたりとかということもあるようです。専任の図書館員とそれか

ら支援スタッフというのが常駐している。基本的には１０代の方のプログラムであるとして

ザ・ミックスというふうにその施設を言っているんですけれども、そのザ・ミックスのウェブ

サイトというものがあって、そこで作られたものについてはそのウェブサイトに載せるってい

うのが基本っていう形で運用されています。

やはりアメリカのリバモア市公共図書館のメイカースペースが「クリエイトラボ」という名

前で、オープンなスペースで自由に学べて専門のボランティアがいて、いろいろ困ったときに

教えてくれる。プログラミング教育のロボットの貸出しっていうのは、多分、写真で見た限り

では、ネズミみたいなものをプログラミングすると多分そのネズミが思うように動くみたいな

のをやってみるとかっていうことらしいんですが、そのロボットを貸出してくれると。持って

帰ってやることができるんだろうと思います。

あとはですね、フィンランドのヘルシンキ中央図書館、ちょっと写真が付けてありますけれ

ども、上の写真ですね。奥の方に人が集まってるテーブルがあるかと思うんですがそこが、グ

ループで学び合ってるところで、専用ボランティアさんとか、それから運営のパートナーみた

いな人たちが講座をそこでオープンなところでやっている。なので、聞きたい人は聞く、途中

からでも参加するっていうような形で、オープンな形でやっているようです。ここは国際図書

館連盟の２０１９年の「Ｐｕｂｌｉｃ Ｌｉｂｒａｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ」を取った

ところです。ただ、本が少ない、図書館のくせに本が少ないという批判をちょっと受けたりし

たみたいですけど。

オランダのメイカースペースの調査なんですけれども、これについては、このオランダ語の

チラシみたいなものがありまして、その下のところに書いてある日本語の部分が、このチラシ

のところのオランダ語を翻訳したような形になってるわけなんですが、やはり利用してるのは

１８歳までの青少年は８０％で、大人が３４％、どういう組み合わせなのかよく分からないん

ですけど３４％。主な利用対象ということで、調査が行われています。オランダは１０２の図

書館のうち４４の図書館でも、メイカースペースは持っているということで、メイカースペー

スというのは割とアメリカやヨーロッパでは普通のことになりつつあるみたいです。

ちょっとまた前に戻りますが、運営パートナーということなんですが、キリスト教圏は元々

パートナーシップみたいなことは、結構、図書館の運営には関わっているんですけども、個人

だけではなくて、企業もパートナーというふうになっていて。デンマークのオーフス公共図書

館は「Ｐｕｂｌｉｃ Ｌｉｂｒａｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ ２０１６」っていうのを受

賞しているところなんですが、建物の真ん中に大きなランプっていうふうに言われてるんです

が、大きな空間のスペースがありまして区切れるようになっていて、そこでイベントを開催で

きていて、月に８０から１００のイベントが展開されているっていうことなので、ちょっとし

た教室みたいなことをそのオープンなスペースでやってるんだと思うんですね。そのうち６

０％は市民により構成されるということなんで、運営パートナーという人たちが、いろんな企

画をして、そこで、こういうのを行っている。オープンなスペースで、市民の方々が好きなよ

うに使えるというような形のことをしているようです。

以上が、海外の事例なども含めて、考えていただくための素材としてお出ししたものです。

続きまして、林委員長の方から、資料４の「マルチメディアライブラリー検討委員会の進め

方試案」というのをいただいておりますのでご説明をお願いします。
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林委員長

 はい。資料４の前に、あ、資料４についてはですね、まあ、計３回で高橋さんからもお話あ

りましたけど、１月末までに、具体的にマルチメディアライブラリーの目的、メリット、そし

て事業、ここまでですね。設備等については案が出されてますので、３回までに、まあ、どこ

まで我々の方で意見を出せるのか、ていうとこが、大事になってくるのかなと思います。なん

で結構スピーディーな話になると思うんですけど。再三にわたって鶏と卵みたいな話が出てま

すが、ある意味で非常にラッキーというか、チャンスなんですよね。

前回までの視聴覚ライブラリーで、今までの視聴覚ライブラリーはこのままだと終わってし

まうと。それでは勿体ないと。じゃ、どういう形で進化させていかせるかって話だったんです

けど。なかなか既存のところに新しい仕組みとか、新しい機能とか、例えばスタッフも含めて

配置するとなかなか難しいんですよね。そういった時に、与野の再編ていうのは、まさに天か

らの恵みのようなですね、流れがたまたまこの縁とタイミングがあるっていうところなんで、

そこを活かさない手はないなと、僕も聞いてて感じてます。

そういった中で、先に資料の 5の方、行きたいなと。先に先行して敷地とか、機材は何が必
要かというよりは、少なくともまず目的とか、どういうものなのかっていうことが、まあ教育

長からも話があったと思うんですね。明確にこういうもんなんだ、こう、ワクワクするけど、

いまいちピンとこないっていうところを、皆さんとちょっとお話できたらなと思って。この資

料 5 についてはですね、昨年度話された内容と提言の内容を平たく整理したみたいな案とな
っております。

その時に、ヒントにさせていただいてる先ほどから話に出てるこのニューヨーク公共図書館

っていう。これは世界一の図書館って言われてますが、そのニューヨーク公共図書館の最大の

すごいとこ、やっぱ情報をまさに我々はマルチメディアみたいな形で出ますけど、結局その情

報というものを、どう活用して、暮らしとか仕事とか、それぞれの活動に役立てていくかって

いうところが、ものすごい規模でのスケールメリットがあるわけですよね。

もう一つ言うと、ニューヨーク公共図書館の場合ってのは、日本の場合は公民館があります

けど、アメリカとか欧米には公民館はないんですよね。逆に公民館的な役割とかっていうこと

を、まさにこの情報ネットワークを通じて、行っているっていうとこですよね。

あと先ほどフィンランドヘルシンキの図書館の話で本が少ないみたいな話もありましたけ

ど、僕も実際ヘルシンキの図書館に行ってみて、確かに本、例えば蔵書の数とか聞いてもなぜ

ここがそこまで世界中から注目されるのかっていうのがピンとこないぐらいな場所なんです

よ。

ただ、やっぱり暮らしに関してとか、仕事に関してとか、例えば創作活動とか、様々なこと

を何かやる時には必ず図書館を中心に、皆が集まってそこから何かをするときは調査をしたり

とか、そこからフィールドに出てやったものを蓄積、図書館を中心にそれが蓄積されて、他の

人にも役に立つっていうような。何か非常に日本人のイメージする図書館っていうものの概念

とはちょっと違うのかなっていうところがあったんで、ある意味今回このマルチメディアライ

ブラリーっていうことを打ち出すことによって、どうしてもこう図書館イコール本、ていうと

ころから、一歩脱却できるチャンスなのかなというふうに思ってます。

そういったことを踏まえて整理、たたき台なんですけど、ちょっとこれを元に皆さんにご意

見いただきたいと思うんですけど。一応、定義としてマルチメディアってのはアナログデジタ

ルは問わず、メディア情報の全てになるわけなんですけど。ポイントはですね、マルチメディ

アライブラリーは一応この４つの柱だと。収集、1番目収集ですね、まず集める。それをまた
そこから何かを制作。若しくは、そういうものをアーカイブしていく、溜めてくってことです

よね。特に、この溜めてくいろんなものを、地域、例えばまちづくり委員会みたいな中央区の

方でもあったと思うんですけど。地域での活動とか、様々な活動のアーカイブ、メディアって
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いうものを、どういう形でアーカイブして、したら次の方にも役に立っていくのか、みたいな

ことは一つちょっと研究してかなきゃいけないところがあるんですけど。その蓄積されたもの

を通じて、例えば先人の事例を元に自分はどういうふうにやっていくか、みたいなことで運用

していく。それは一つ完成された作品みたいなものじゃなくてもですね、その情報の総数が例

えば幾つかあった時にこの３つを組み合わせるとこういうビジネスが生まれるよねとか、こう

いうアートが生まれるよねとか、なんかそういう形で運用できるような。この大きくこの４つ

が一つの事業を通じての、何ていうんですかね、コンセプトになってくるのかなと思ってます。

目的としてはやっぱり課題解決ですよね。こういうことを実現したい、こういうことに役に立

ってるかどうか、役に立つために、このマルチメディアライブラリーがあるということなんじ

ゃないかなと。

で、もう一つ、このプロジェクト創発型図書館公民館みたいなことを書いてありますが、ど

うしてもですね、図書館とか公民館のスタッフが収集とかっていうことだけだと、どうしても

限られているんですよね。なんで、宮本さんから公民連携みたいな話がありましたが、みんな

で必要だと思うものを集めて集積していけるような、ま、共にプロジェクトとして取り組んで

いけるような、そういうことが一つ挙げられるのかなと思って、一応このマルチメディアライ

ブラリーとは何なのかってことをちょっと一つ書いてあります。

まあ、目的については、生涯学習である以上この学びっていうことは一つ核にはなるとは思

うんですが、その、まあ学び自体が目的というよりは、やっぱりそこの本当の目的って言った

ら様々あると思うんですよね。でも必ず何かを実現していく、こういうことをやっていきたい

っていう時に、いろんなことを調べたり取り組んだりする中でやっぱり学び。気づきとか学び

とか、それによって人間関係を、そういう繋がりが生まれたりとか、喜びがあったりとかです

ね、そういう活動の拠点になっていく。

だから、所謂、図書館とかにただ自分で本を読みに来るとか、公民館に自分の好きな趣味を

やりに来るっていうだけではなくて、まさにこの場としてのマルチメディアライブラリーとい

うことが面白い。できるのであれば、既存のですね図書館と公民館で取り組まれていることを

よりダイナミックにですね、運用していくことができるんじゃないかということが挙げられま

す。

で、以前ちょっとお話させていただきましたけど、公民館の方でも地域プロジェクトってい

うのを実現していこうと、公民館ビジョンという中で、今までは館の管理とサークル活動支援

みたいなことが主立っていたんですが、そういうようなことではなくて、まさに地域のために

プロジェクトをともにやってこうという形にシフトしてきた時に、まさにマルチメディアでは

そういうことを集積をして蓄積をして、次に役立ててこうといった形は、ある意味、それは逆

にアーカイブしていくのは図書館でしかできなかったりとか。そういうことではないかなとい

うことで、一応目的まで上げさせていただいてます。ちょっと一応、１番のところまで、上げ

さしていただいたんですが、ちょっとご意見とか聞いてもいいんでしたかね。

この特に、マルチメディアの定義、目的、マルチメディアとは何かみたいなことについて。

人数も少ないんで各自ちょっと、コメントいただけたらと思います。

三ツ口さんどうですか。

三ツ口委員

そうですね、もうできてるって感じなんですけど。いや、すごくすんなり理解して。また館長

さんの作ってくださった資料３の事例だとか、方向性とか、まさに重なってくるので、その図書

館の基本枠組みをさらに発展させてっていうところで、すごくいいかなと思います。

むしろ、そこがあることで先進的な取り組みにもなりますし、知というか、映像を通してまち

の知を集積して、それをその未来をつくる、そういった目的なんだ、そのために向かってやって
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いくんだっていうところが何かこう、記されているというところから、プロジェクト総括する方、

課題解決型、ていうところがあそこに意味してるのかなと思っていますので。いや、いいのかな

というふうに思います。

林委員長

 三島委員、いかがですか。

三島委員

はい。この定義と目的に関しては、別に付け加えることも今のところない感じがしています。

はい。

林委員長

  森山さんは。

森山委員

  ありがとうございます。ええと、実は私、本当に素人なんですけれども、今の話を聞いてる

とすごくよくわかります。はい。なので私みたいな本当に素人でもわかりやすい。そういった

形でできてるかと思います。ありがとうございます。

林委員長

 宮本さんどうですか。

宮本副委員長

はい。特定の目的については私も異論はなくて、もう一つ先ほどちょっと中央区の再編の関

係で、もうちょっと補足するとですね。一応、市長が今年５月から再選された時のマニフェス

トの中で、デジタルタウン構想というものを考えてまして。要はコロナ禍にあってですね、要

はＤＸみたいな話が巻き起こっていて、これは民間に限らずですね、行政に対してもＤＸとい

うのが、これからどんどん進めていかなきゃいけない。デジタル庁なんかもできてですね、ど

んどんなっていく中でさいたま市としても、そういうＤＸの話を積極的に進めていこうという

動きがある中で、この中央区の再編に関しては、デジタルタウン構想というのがありまして。

そのデジタルタウン、モデルとしてですねこの中央区の再編事業をやっていこうみたいな、大

きな方向性があったりするんですね。

もちろん、デジタルタウン構想って一体何だろうっていうと実はそこはまだ十分議論ができ

てなくてですね、具体的なイメージはまだ言われてないんですけれども。分かりやすいので言

えば、例えば、もう区役所というような機能を市民の方がわざわざその区役所に庁舎に行って、

何か手続きをするとかっていう時代にはほとんどなくなっているわけですよね。あらゆる手続

きがデジタル化されてネット上であらゆる手続きができて、役所に行かなくても、要は、足り

るみたいな時代が確実にもう来ると。

例えばエストニアなんかは、行政手続きの９５％デジタル化されてるみたいな、もう市民は

誰も役所に行かないみたいな時代がもう、それが実現してるわけですけども。そういう流れは

もう日本でも止められないっていう中で、そういった市役所の様々な手続きをデジタル化する

ってのはもちろん、デジタルタウン構想、大きな一つとしてあると思いますけれども、その時

にこのマルチメディアライブラリーというものが多分デジタルタウン構想の中で市民にとっ

てのすごいわかりやすい、なんでしょう、サービスというか、もう一つとしてなりうるんじゃ

ないかみたいな。具体的にどうというのはまだないんですけど、何かそういう期待感はあった
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りするというふうに感じてまして。それは実はその中央区の再編事業の担当の人たちも何とな

くそういう、期待感みたいなのは持ってるみたいなところがあったりします。

なので、もちろんマルチメディアとはデジタルだけではないので、アナログあらゆるメディ

アをマルチメディアって呼んでいるわけですけれども。そういう中でデジタルの部分について

はそういうデジタルタウン構想みたいなことから一つ背景として、出てくるかなというふうに

感じてるところです。

あとは、最初にニューヨーク公共図書館の話は再三、出てきてるわけなんですけど、ぜひで

すね『未来をつくる図書館』という名著がありますので、新書版であるんですけど、ぜひ皆さ

んには参考図書としてそれを読んでいただけると、何かその図書館ができることの、何か可能

性というのがものすごく広がる話が書いてありますので、何かこの委員会を通じて様々な議論

する中で一つの参考として、読んでいただけたらなと。多分、さいたま市の図書館に置いてあ

るんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと読んでいただけたらなと思います。

林委員長からもありましたけれども、欧米には公民館というのがそもそもなくて、図書館が

公民館的な機能を担ってるっていう部分が欧米ではあるんですけれども、日本の場合は図書館

と公民館が完全に分かれてる形になっていて。

今回その中央区のもう一つの、なんでしょう、いいところというか、可能性があるところは、

図書館と公民館が両方再編の対象になってるっていうことなんですね。そうすると、これまで

図書館と公民館も分断されてたような社会教育活動が、ここで融合することができる。つまり、

高橋さんからあったように、図書館は無料が原則なので、有料で何かをやるということがなか

なか難しいという図書館の制約を、公民館は、もちろん基本は無料、或いは低廉な料金で市民

のそういった社会教育の活動を支える拠点として機能してるわけですけれども。すべてが無料

や低廉でなければならないというわけでもない。そこは図書館よりは、幅広な活動が認められ

ていて、ある程度公益性だとか、有効性が担保されてれば、それなりのこういう有料のコンテ

ンツを公民館の中で実現することは、法律もそこは規制はしてないので。ということだとする

と、図書館と公民館を今回融合させることができれば、図書館ができることの可能性がものす

ごく広がる可能性があるっていうところが、すごく可能性に満ちているところがあって。そこ

はぜひこのマルチメディアライブラリーがそれを図書館、公民館を横断するような形で、課題

解決型プロジェクト創発型の何か取り組みにこうしていけることができるんじゃないかなと

感じているので。なんかそこに結びついていくといいかなって思います。

林委員長

はい。ありがとうございます。

次、マルチメディアライブラリーの目指す姿みたいなところなんですけど。先ほど目的とか

定義みたいなところをお話したんですけど、それで実際どういうことなのか、具体的なイメー

ジがないと、なかなか話が見えてこないというところもありましたので。ここで例えば上がっ

てる札幌市図書情報館っていうのは、同じ政令指定都市というさいたま市と並ぶ、規模的にも

同じようなところで、「Ｐｕｂｌｉｃ Ｌｉｂｒａｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ」を受賞し

た素晴らしい図書館なので、一つですね参考にできるところがあるんではないかと。ただ別に

この札幌図書情報館はマルチメディアライブラリーではないんですよね。ただ、やはりこの情

報っていうものを特に特化してるってところで、非常に共通点があるといえると思います。

なぜそれが言えるかっていうと、そこの情報館に関しては貸出しをしてないんですね。閲覧

のみで、非常に必要な情報をその場で見て、調べて、話し合ってプロジェクトにしていくって

ことができる情報館になってます。ある意味、その情報と言いましても、ものすごい幅が広い

ので、札幌の場合は、分野を絞ってですね、（２）なんですけど、ワーク、ライフ、アートに

特化して。キャッチコピーは「はたらくをらくにする」図書館像等々書いてあるんですけど。
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ある意味分野っていうものをより特化するっていうところで、より専門的な資料が手に入る。

実際ビジネスで使う資料ってのは、やっぱりより高度な資料だったりとか、アートに関してと

かもそうなんですけど、そういったものを貸出しされちゃうとですね、１年待ちとかなっちゃ

うと使えないんですよね。そういった意味であくまでも情報を運用していくための場っていう

ことで貸出しをしてないとか、その辺がですねコンセプトも実に秀逸っていうところもありま

して、同様な形を目指すかどうかはちょっと別として一つ参考都市になるんではないかという

ことで、イメージとして挙げさしていただいてます。

実際何やるのっていうとこなんですけど、マルチメディアライブラリーのやろうとすること

は結構壮大なんですよね。目指すはまさにニューヨーク公共図書館、『未来をつくる図書館』

みたいなことなんですけど。まずできるところから、事業として出してく必要があるんじゃな

いかということの、これ例えば例ですね。今までやっていることを、よりマルチメディアライ

ブラリーだからできるんじゃないかってことの事例みたいのがちょっと書いてある。例えば、

バリアフリーになるようなですね、本当にＳＤＧｓじゃないですけど視覚聴覚の不自由な方向

けのね、デジタル化。例えば、書籍に関してもそうですし、絵だとか、様々なですねメディア

のものを、例えば先ほど設備一覧にもあったように、例えばそこで映像で文字を加えたりとか、

音声副音声を加えたりとかですね。新たにそういうコンテンツっていうものを作っていくこと

もできる、ということが一つ。今までなかなか手が回りきれなかったっていう、自前でそれを

ね、計画的に進めていけるっていうようなところがあるのかもしれないなと思っています。

あとはですね、視聴覚ライブラリーの発展形っていうとこもありますんで視聴覚ライブラリ

ーの今までの財産っていうものをちゃんと運用できるような、ちょっと整理は一つあるのかな、

ということですね。

もう一つは動画とか音声コンテンツなどの制作とか、特に動画の時代ってこともありますの

で、そういったことを学べたり。それにはものすごいリテラシーとか、例えば著作権とかそう

いったものの知識とかも必要になってきますので、特にこの今オンライン云々とかって話にな

ってきたときに、劇的にそういうものを扱うことが多くなってるんですね。その辺のことを、

誰でもできるような形で学んだり必要な講座などができる、そういう機材などもアドバイスと

か。設備を全部多分、市の方で用意するのは難しいかもしれないんですけど、そういったもの

のレクチャーとか、アドバイスだとかっていうこともできるのかなと。先ほどの設備、専用機

能とか敷地面積だけじゃなく機材、どういう機材が必要なのかみたいなことに関しては多分三

島委員とか物凄く詳しいと思うんで、実際、どういったものが最低限必要なのかとか、みたい

なこともある程度リストを出す、出せたらいいんではないかなと思います。

あとは高橋館長の方からもお話ありましたけど、どうしてもその機材云々っていうのは、ガ

チーンとこう組み込んだ形で導入すると、古くなっちゃうと全く機能しなくなるってとこある

んで、そこがバージョンアップできたり流動性ができるような。動かせないとかじゃなくて、

どこにでも動かせたりとかフレキシブルに、どんどんその追加とか、稼働できるような、そう

いったことも考えていく必要があるのかなと思っています。ちょっとこれ書かさしていただい

たってことですね。

で、実際これじゃあ誰がやってくのかって時には、やっぱり図書館公民館の連携みたいな話

がありましたけど、そこ、新たなですねそういうマルチメディアライブラリーチームみたいな。

これはある意味民間の人も入ってですね、取り組んでいかないとなかなか難しいと思うんです

ね。場としてはですね、これも一つの例として書いてありますね。例えば、あとは事業の一つ

種になると思ってるのが話戻りますけど、先ほど申し上げました、公民館の地域プロジェクト

みたいなことが全６０館で始まってますので、そういったものも実際アーカイブ事業としてス

タートしていくと。

あとはですね、さいたま市キッズムービー郷育、郷育キッズムービープロジェクトってこと
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もありまして、これを一つですね、まさに情報を収集して製作してアーカイブしてということ

を、まさにマルチメディアライブラリーの一つのわかりやすい形の事業だと思いますので。こ

ういったこともスタートアップとしてですね、わかりやすい事例としては出せるのかなと思っ

ております。

最終的に今回３回の中で事業を何するのかみたいなところまで落とし込んでいくっていう

こともありましたので、まずできるところから、具体的にこの収集、制作、アーカイブ運用っ

てことに絞ってですね、照らし合わせてシンプルにわかりやすい形で事業を出せたらいいと思

います。それが、それこそ与野のまちづくり委員会とかにもそれはいいねとかですね、公民館、

図書館はそれは連携する意味があるよね、という形になるような形にしてですね、少しずつス

テップアップしていく。

というのはですね、この与野の再編の話もいきなり来年それができるわけじゃないですよね。

建物とか敷地自体を、これが５年１０年かかっていく中で、その建物云々ができていなくても

できることを、こうしていって、よりここに建物とかそういう設備があったらもっといいのに

なということが、完成された時にはまさに花開くような形に絵をかければいいかなと思います。

で、裏面、一つだけお話すると、公民館、図書館っていうものをつなげるみたいな一つ象徴

的なオープンスペースというかですね。例えば札幌図書情報館には、まさにそういうような、

何か本とかじゃなくても何かあればそこにこう集まっていくみたいなですね、もうオープンス

ペースがあるんですよね。そこで、いろんな講座であったりとか人が繋がるサロンみたいな形

の活動とかプロジェクトも行われたりもしますので。何かそういうようなですね見せ方、見え

方っていうことも、何か出せたらいいんじゃないかなということを思っております。

ちょっと話長く、説明長くなったんですが、以上、そうですね目指す姿と機能、まあどんな

事業がやってけるのかみたいなことも、ざっくりちょっとお話しさせていただきましたけど、

各委員の皆さんからご意見いただけたらと思います。

三ツ口委員

そうですね。要は最後のところがやっぱりちょっと大事かなと思っている。最後のところっ

ていうのは、与野の最初の話ありきでもちろん進んでる、うん。

進めたらいいんじゃないかっていうのはよくわかるんですけれども、先ほどの事業の工程を

見ると２０３５年て、ものすごい先だなというのは正直ちょっと思ったところなんですね。や

っぱりそうするとそれまでの間に、最終的になんかそこに至るまでの間にやはりどんな活動が

できるかっていうところが、やっぱり大事だなと。その空間ではこういうことしますって未来

像を語りつつ、今そこに繋がる、じゃ何をします。そこが多分、今回同時にそこがむしろそれ

が今後やることになってくると思うので、そちらをちょっと考えていく。大枠の定義目的はも

う、もちろん理解ができて、その方向性って目指す方向性は十分いいと思ってるんですけども。

そこでそこかなという印象です。そうですね。その施設がない中で、何ができるのかというと

ころになってくるのかなと思いますね。

林委員長

その辺を直近と、３年後、１０年みたいな形で、ちょっと出す必要あるかもしれません。

三ツ口委員

ちょっとそこは感じたところです。実際そう思って多分この 3 番のところが書いてあるか
と思うんですけれども。令和４年度の事業ってとこですよね。ここがもうちょっと膨らませら

れるといいなと、はい。
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宮本副委員長

  とりあえず、来年の１月末までになきゃいけないものをとりあえず。

林委員長

特に三島委員には、案として資料２などで、このマルチメディアライブラリー諸室概算みた

いなところで、敷地面積みたいなものは、幾つかの図書館とかライブラリー機能を持ったとこ

ろを参考に出していただいてるんですけど、何かアイデアとかですね、こういったものが必要

なのかみたいなことはちょっと出していただくといいと思うんですね。

三島委員

やっぱ、あれですね。マルチメディアライブラリー共用可能施設にテレワーク室が、必要な

のかなっていう疑問があるのと、その下の専用機能で、録音録画室が狭すぎる。

あとは、この辺は本当非常に難しいと思うんですよね。多分５年すれば、大きく変わってし

まう機能だと思うんですね。実際、映像編集に関しても、今、アマゾンとかでやってますけど、

映像録った瞬間もう、クラウドにアップロードして、パソコンのスペックを必要としないで編

集ができてしまうシステムがあるんですね。そうなると、もうスマホでいいんですよね。とか、

ｉＰａｄでもできてしまうんで、がっちりとした編集室は必要がなくなる。

林委員長

ただ録音録画室っていうね。

三島委員

録音録画室はどうしても「作る」ってなるとやっぱり、いざ、なんでもいいわけじゃないも

のを「作る」となると、必要になってくる場所じゃないかなと思います。

林委員長

  はい。特にこの中において、動画配信みたいな、市の方でもですねいろんなものを配信した

り、例えば授業とか、公共的な発表などをしておくっていう、どうしても対応とかそういうも

のが遅かった。ある意味そういったものもですね、しっかりできるような、それはこの市長公

室とかとの話でちょっと違うかもしれないんですけど。何かとそういった、録音録画みたいな

ことは結構大事にはなってくると思うんですよ。

あと宮本さんの話もあったんですけど、まさにもうデジタル化されたときに役所に行く必要

がなくなるみたいな前提で考えて、それでも、唯一、実際リアルに行く必要があるとすれば、

まさに図書館公民館みたいなとか、そういう広場みたいな、そこだったりすると思うんですよ

ね。そういった時のものを非常にこう考えて、やれるといいかもしれないですね。

三ツ口委員

それはそう、本当そう思いますね。つまり今までの事務的なというか、基本的な業務は全部

ＤＸでやれるようになった時に、じゃ何のためにわざわざ行くのかって言う。わざわざ行きた

くなるコンテンツは何なんだ、ていうところをもう少し深めていく必要はある。そこ以外、人

が集まる理由がないんですよね。

ただ思うのは、例えば、少しズレますけれども、例えばコワーキングスペースがなぜあるか、

自宅でできるのになぜコワーキングに行くのか、ていう行動からすると、コワーキングに行く

ことで、例えば誰かとそこで知り合える、何か関係性が生まれるとか、そのコミュニティに自

分が属することによって、自分の家だけでは完結しない、むしろ新しい発見刺激がそこで生ま
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れて、もしくは他者とそこで交流することによって別の自由が生まれてくるみたいな、そこへ

の期待があって多分コワーキングっていうふうにわざわざ行くわけですよね。もしくは、自分

のオンとオフを切り替えるために、自分のスイッチをオンにするために行くんだっていう、多

分その同様な機能が、その図書館公民館に、その行くことによって生まれるっていうようなこ

とを多分、落とし込んでいく必要があるのかなと思います。

林委員長

それ先ほど三島委員のテレワーク対応みたいな個別でやるというよりは特にこのプロジェ

クトベースってのは、特にマルチメディアライブラリーにあるんで。そこに特化した、プロジ

ェクトとしてやる以上は、やっぱり集う必要があったり。別に個人でやるんだったら別に家で

いいじゃんみたいな。

もしくはコワーキングだったらある意味、民間施設、もう他にもできると思うんでそっちで

もいいかもしれないですね。

三ツ口委員

先ほどのファンクラブの話もありましたけど、結構民間でちょっとＤＭＭとかも秋葉原で結

構でっかいのやったりもしてますし、意外とそういう設備に行かないとっていうのは意外と民

間で勝手にやってる部分もあるんで、そこは公共の中で見ない部分っていうのはどこかってい

うふうにもう少しシャープにしたほうがいいかなと。

僕は全然専門じゃないんですけども諸室概算を見るところでは、結構もう、この目的のため

にこの部屋っていうのを、これ、多分出してくれって言われたからこういうふうに出さざるを

得えなかったのかなっていうふうに想像するんですけど。何か大きな部屋ドーンってあって、

その部屋の中に機能をこう入れて分ける必要はないのかなっていうのは細かくっていうのち

ょっと思いました。

林委員長

絶対分けないとね、できない部分と分けない方が、やっぱりどうとでもね、使える、まさに

流動性を持ったっていうところになるかもしれない。

森山委員

勉強になることばっかりであれなんですけども、確かに三ツ口委員がおっしゃったように、

なぜそこに行きたくなるのかっていう、期待ですよね。それはもう絶対必要で、図書館を本当

にどんどん来てもらう人を上げていかなきゃいけない部分もあるので。そうなった時に先ほど

も言った通り、図書館でまた調べたことを、例えばそういったところで、みんなで語り合った

りとか、そういうことができるスペースがあるといいなっていうふうに思いますし、なんか、

一緒になるっていうのはすごくやっぱり意味のあることだなっていうふうにはすごく感じま

す。

林委員長

はい。ありがとうございます。

もう一つ、あれですね。行く理由みたいなところでは、先ほどのニューヨーク公共図書館は

じめ、実はこれは韓国、中国、ヨーロッパもそうなんですけど、情報っていうのは、何か専門

じゃないと扱えないっていう大前提があるんですよ。

それは医療専門司書だったり法律の司書だったり、アートの専門司書だったりとか様々です

ね。そういう、やっぱ専門的なものは専門家を通じてじゃないとなかなかそこの情報にたどり
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着けないっていうところがありまして。

もしかしたら、そのマルチメディアライブラリーが先ほどチームって言った中でそういう専

門的な情報を通じられるみたいなことを、一つ単なる機能じゃなくてですね、そういうチーム

があるっていうのも、何かもしかしたらあるのかもしれないなっていうちょっと感じました。

宮本副委員長

はい、そうですね。一つオープンスペースの話、三ツ口さんからもありましたけども、これ

中央区の再編事業にも実はすごく関わってる話でして。結構広大な敷地の再編事業を進めよう

としてるんですけど、実は周辺住民からのワークショップとかやった意見の中で一番大きいの

が、まとまった広場が欲しいっていうのが、地元要望として一番大きいんですね。

この地域って、特に対象エリアは、ちっちゃな公園はあるんですけど、まとまった広場がな

くてですね、市民が憩える空間が実際駅周辺にあんまりないんですが、あの地域では最も一番

大きな課題だったりするんですね。なので、このオープンスペースというのが、その図書館の

中にもちろんあることも大事ですけれども、何かそれがまさにニューヨーク公共図書館という

のはブライアントパークというすばらしい公園に隣接しているわけですけれども、その図書館

公民館の活動が、その隣接する広場に染み出していくような形ができると、すごくいいなって

いうふうに思っていて。単に今、市民の人たち住民たちは、まとまった広場が欲しいという、

ざっくりしたことしかないんですけど、そこで一体どんな活動ができるのかとか、自分たちが

そこでどんな豊かな暮らしができるのか、みたいなことが図書館と一体になることによって、

多分できることがものすごく広がっていくみたいなことってあるんじゃないかなと思ってい

て。何かそこにうまく紐づけていくと、その図書館公民館がここにある意味が広場と一体にな

ることによってより増幅するみたいなことが、描けるんじゃないかなというふうに思っていま

す。

それからあと、先ほど三島委員からあったようなテレワーク室みたいな、今まさに時代に要

請されてるような施設とかについては、もちろん機能としてあった方がいいっていうふうに私

も思ってますけれども。これこそ、多分公民連携でできる話で、三ツ口委員からもあったよう

に、コワーキングスペースっていうのは、民間が山ほど全国で運営してるわけですね。でも、

多分世の中には図書館とコワーキングがセットになってるものって多分ほぼないと思うんで

すよ。

でも多分、図書館とコワーキングほど親和性があるものって多分ないんじゃないかと考えて

いて。だから、今はその図書館の中にも当然自習室とか、そういうワークスペースみたいのを

用意してるっていう図書館ってどんどん増えてますけれども、別にそれを図書館が用意しなく

ても、隣にコワーキングスペースがあれば、そこでもうその分図書館の資料を使いながら自分

の勉強だったり仕事ができる環境って作れる可能性があると思っていて。なので、例えばマル

チメディアライブラリーっていう、その構想をさいたま市が描いた時にそれを民間事業者に例

えば提案をしたとすれば、そこでコワーキングをやってみようみたいな提案もですね、何かあ

り得るんじゃないか。今だったら、与野でコワーキングっていうと、多分手を挙げる事業者は

いないかもしれませんけど、浦和とか大宮ならまだしもみたいな話はあるかもしれませんけど。

何かマルチメディアライブラリーがあることによってそういった民間事業者を、呼んでくる可

能性がなんかこう膨らんでいくんじゃないかなという意味では、共用できる施設も全部行政が

用意するんじゃなくて、特に会議室機能とかですねそういったもの貸し会議室を民間でもやっ

てるわけなので、そういったところも民間が担えるものは民間に担ってもらうことも何かやる

ことによってこういったその図書館が用意しなきゃいけないものを少しずつ圧縮できるみた

いなことが、何か可能性としてあるんじゃないかなっていうことを思っています。

あとは図書館に行く意味みたいな話も、一方でいろんなＤＸが進んでいく中で最後に残るの
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は図書館だって私も思いますけれども、一方で図書の電子化ってどんどん進んでるわけで。そ

うすると、当初、図書館の世界も多分ＤＸって作るんだと思うんですね。でも、そうすると、

では極端に言えば図書館すらいらなくなるんじゃないかみたいなことを言う人も出てくると

思うんですよ。

それは、多分いわゆる無料貸本屋って揶揄されている図書館だとすれば、それはもう電子図

書館であれば、別に要は足りてしまうんじゃないかみたいな話になってしまうとすれば、じゃ

あその、そういったことになったという図書館にもＤＸ化があった時の図書館の意味って一体

何だ。それはまさに先ほどの事案があったその北欧の図書館のように、何か蔵書がめっちゃ少

ないねみたいな、だけどこれ図書館だよみたいな、時代が実は来るんじゃないかって。蔵書の

多さが大事なんじゃなくて、そこで図書館公民館の中でどんなことができるのかみたいなこと

にこそ本当は意味があるっていうことが問われてくる。とすれば、何かこのマルチメディアラ

イブラリーはそれを先んじて、何かその次の時代の図書館像みたいなものを何か作っていくこ

とが何かできるといいのかなというふうに思いました。はい。

林委員長

  はい、ありがとうございます。

もう１点ちょっと飛ばした資料４の方に戻るんですが。ちょっと今まで出てきた意見も踏ま

えて整理しなきゃいけないんですけど、一応３回までに、いろいろな議論を交わしながらまと

めていくっていう流れになってるんですが。

その、２番の一応勉強会って書かれているところをちょっと見ていただきたいんですが。今

回こうやって我々の方で意見を交わしたりとか、一部未来会議というところ教育委員会の方で

もですね、検討してはいるんですが、ただそういった関わってる職員、人たち、もちろんライ

ブラリーの我々も含めてなんですけど、もうちょっとこう総合的専門的な方のですね、お話を

聞きながら学ぶ必要がやっぱあるんじゃないかということで、急遽５回、もしくは６回、勉強

会ということを実施しようということで動いております。

これ回数１、２、３、４、５っていうのはちょっと順番は変わる可能性があるんですが、ち

ょっとこの辺はスケジュール調整次第となっております。

例えばこういったもの、まずとりあえずオンラインでやる時にもう、まさにマルチメディア

ライブラリーじゃないですけど、それもアーカイブをして、それをちゃんと次の勉強会とか、

他のどうしても参加できない人にも見てもらえたりとか、テキストに使えるような良い事例に

できたらなと思ってまして。そこで５人、出してあります。

まずは、その常世田さんという方は元祖、まさに本当に未来を作る図書館っていうものを目

指してずっと活動されてた、元浦安図書館の館長さんで。全国回ってですね、本当にその未来

の、図書館の未来を開くっていう可能性について、既存概念をどう変えていくかってことを、

ずっと説いて回っている方ですね。特に子どもと老人じゃなくて、やっぱりこの現役世代活躍

世代の大人たちだから利用できる図書館みたいなこともちょっと皆さん聞いていただけたら

なと思っております。

もう１人、２番目に書かれているのは淺野さんなんですが、札幌市のまさに図書情報館の初

代館長ということで。参考にするんであれば、そこの人の話を聞く必要があるのかなと思って

いて。僕も来月 5日にですねちょっと札幌の方に改めて、前も何度か行ったことあるんですけ
ど、行ってこようと思っております。皆さんにもヒントになることがあれば、そこを織り込ん

で、さいたま市に活かしたいと。真似できるとこは徹底的に真似るということがいいかなと思

います。

３番目、出口さんという方で。もともと文部科学省の職員の方で、公民館活動についてです

ね、特にその地域に特化した地域の役に立つ公民館という形のことについては全国回られて、
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いろんな様々な事例とかアドバイスを行ってる方で、現在は北海道科学大学っていうところの

先生をされています。

４番目に伊東さんですね。塩尻市のえんぱーくというですね、図書館及び他の複合化された

施設、市民交流センターっていう、通称えんぱーくっていうんですけれども。これも有名なと

こなんですが、そこのですね伊東さんの話を聞いてみようと。伊東さんもですね、実は世界中

の図書館、実はこのえんぱーくを作るにあたってもうかなり前からですね、プロジェクトチー

ムを立ち上げて、役所内部だけではなくてですね、例えば我々、僕とかも外部で参加さしても

らったりとか市民の方とか、図書館友の会とか、様々な方たちとですね勉強会及びプロジェク

トチームを作って取り組まれてきた。その初代館長ということで、まさに建物ができる前から

できることとか、なぜそういう世界の事例とか、複合館、まさに縦割り行政の中でも複合化さ

れた施設っていうとどうだろうかみたいな現実についてもちょっと学べたらと思います。

そして５番目に宮本さんですね、我らが副委員長の宮本さんですけど。そういったことを踏

まえて、それをどうやって役に立てるか公民連携で。しかもそれはやっぱ行政主導だけでやっ

てることでは難しいわけで、公民連携ということの意義と、その事例とか可能性を探るってい

うことですね。

あと欄外に山下さんっていう、広場、先ほど与野の話で出てきましたけど。建物の中だけじ

ゃなくて、まさにこの広場っていう外を活用できるわけですよね。いろんなものを学んだり、

例えばそこで集ったり、そこが外を通じていろんなハッピーなイベントであったりとかアクテ

ィビティもできると。まさにその空間、場の時間として、それこそ集まる理由ですよね、作っ

てくという意味のプロフェッショナルですね、の山下さんみたいな方にもですね、お話を聞き

たいなと思っています。これをですね１２月、１月ぐらいでなるべく全部開催できないかとい

うところで動いてまして。これ公民館、図書館職員も同時に共同で皆さんが受講していただく

と。皆さんにも、ぜひ時間がある限りですねちょっと、多分めちゃくちゃ面白い内容だと思う

ので。そこをただただ一方的な事例を話すというよりは、いろんな自由討議もできるようなこ

とをしたいみたいなことを皆さんおっしゃってますので、できたらいいと思いますし。今後、

長くこの計画が進んでいく時に、またこの方たちの知見とか経験を聞けるっていう、仲間に引

き込むっていう意味でいい勉強会になればということになっております。

はい。僕からは以上です。

北図書館長

はい、どうでしょう、案を出していただいておりますが。次はマルチメディアライブラリー

の目的についてですが、どのように進めましょうね。今、始まる前の構想では、もう好きなよ

うに皆さんにいっぱい言ってもらってとりあえず全部書いてみるっていうふうにして、次の会

議の時に、ちょっと落ち着いて精査するというような感じで進めていこうかなと思っていたの

ですけれども。

三ツ口委員

もう今、話しちゃいましたよね。

北図書館長

そうですね。

林委員長

とりあえずこの話を元に、今日また持ち帰っていただいて、もしね何か、いやちょっと今日

はいいんじゃないかって話でしたけど、今までの話全体的に踏まえて、何かアイデアとかあれ
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ば出してもらっていいのかもしれないですね。

とりあえず現状、今日の段階においてはこのたたき台の、１番に関してはちょっとそれをベ

ースにするっていう形でどうでしょうか。

全員

はい。

林委員長

  修正等があれば、どんどん盛込む。若しくは、シンプルにするとか。

北図書館長

あと、私の方からのお願いなんですが。多分、これをお見せする方々は、図書館などにまる

で興味がない人だったり、ていうことが。利用していたとしても、図書館用語について全く興

味がないに違いないっていう時に、課題解決型とか、プロジェクト創発型とか言われても何の

こっちゃっていうふうな、感触は多分あるだろうと思うので、そこの辺りをもうちょっと、柔

らかな分かりやすい言葉を皆さんでいろいろ考えて出していただけると、馴染みやすくなるか

なあと。

林委員長

それの一つ参考になるのが、例えば札幌図書情報館だと、ワーク、ライフ、アートに特化し

て「はたらくをらくにする」図書館で一言。みたいな、もちろん説明的な目的としてはいいと

して、もうちょっと言い回し等も平たくできたらいいかもしれないですね。「はたらくをらく

にする」ぐらいまでしなくてもいいかもしれないですけど、これちょっとやり過ぎ。そこまで

言っちゃうとあれなんですけど。

北図書館長

もうちょっと優しく説明していただくような言葉を、皆さんで考えていただけたらなと思い

ます。

林委員長

それは次回までに持ち寄る形でよろしいでしょうか。

宮本副委員長

なんか、最近僕が読んでる本、『つながる図書館』、読んでまして、猪谷千香さんっていう方

が書かれたものなんですけど。これまさに日本全国の課題解決型図書館の取り組みを主に紹介

してる本でして、非常にわかりやすく平易な文章で書かれてるので、よかったら読んでみてい

ただけると課題解決型ってどんなことなんだみたいなことが、何かすごくわかるかなと。

あとは、欧米の事例で運営パートナーみたいな話もありましたけど、どうそこに市民が関わ

るのかとか、或いはその図書館の運営というと指定管理みたいな話を全国で広まってるわけで

すけれども、その指定管理のあり方についても、結構賛否両論あってですね、図書館について

は直営にすべきだみたいな話もずっと言われてるわけですけど、その指定管理の何か課題であ

ったりとか、逆に実は指定管理もこんな可能性があるんじゃないかみたいな。そこもなんかフ

ラットにこう、指定管理というあり方もちょっと書かれたりして。２０１３年の本なので、ち

ょっと古いですけど、今の図書館が抱えてる課題とか或いは現状みたいなことが、わかりやす

く書かれているので、もしよかったら読んでいただけると、今のさっきの宿題が反映しやすい
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かなと思ってちょっとご紹介させていただきました。

北図書館長

続きまして、目的については、ちょっともう一度皆さんで精査していただいて、いろいろ考

えていただくということで。

事業についてなんですけれども、何をやりたいのか。マルチメディアライブラリーで何をや

りたいのかっていうことと、それをやってると地域の皆さんにどんな良いことがあるのか、と

いう視点で、こういうこととかああいうこととか、思いつくままに。この会は、自己制約をす

る必要はないので、思った通りのことを、ばりばり出していただいて、それを採用するしない

っていうのは別にして、夢と希望を皆が皆、書くっていうふうに。こんなことがやれたらいい

のにとか、あんなことがやれたらいいのにっていうことを、どんどん出してみるっていうふう

にしていただいた方がいいかなと思います。

できれば具体的な感じで、こういう事業ああいう事業っていうのが、こういう事業をやって

こんなメリットみたいな感じのように、いろいろ出していただけたら。できるわけないって思

うようなことでも、言ってみないとわからないので、言ってみるっていうふうな感じで考えて

いただければと思います。

さっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、全然また急に話がものすごい前に戻るんです

が。

欧米とかのメイカースペースを作っている基本的なコンセプトとして、ミシンがあったり、

ゲーム機の貸出しとかあったりするんですけど、何でそんなにいろんなものがあるという基本

的なコンセプトとしては、情報の格差を生まない、貧富の差による情報の格差を生まない、テ

レビゲームを持てる家と持てない家がある。持てない子はそのことについて何も知らないまま

育ってしまう、ていうようなことがないように。ちょっと日本の図書館ではゲーム機を貸出す

とかありえないと思うんですけど、コンセプトとしてはそういう感じ。

先ほど来紹介されているニューヨーク公共図書館も地区図書館って言われるところは、とあ

る図書館は黒人の皆さんに奉仕するとか、あと英語が母語ではない人たちがたくさんいるから、

ここは英語の教室をやってるみたいな形で。お金払って何でもできるっていう人たちじゃない

人たちの分を図書館、公共として保障するっていう考え方ではあって、日本ではなかなかちょ

っと難しいところもあったりするんですけれども、そういうところの視点も少し入れていただ

いて、社会的にもちょっと貧困問題になってたり、いろいろするわけなのでそういう視点もち

ょっと入れてお考えいただければと思います。

林委員長

ちなみにそれについてなんですけど、いつからかって話があってですね、今からなのか。例

えばマルチメディアライブラリーっていうものの建物があったり、大きく言うと、例えば建物

ができるできないとか、いくつかあると思うんですね。その辺の時間的なものと、結局、現状、

例えば今の視聴覚ライブラリーっていう枠の中でっていうこととか。

北図書館長

  中央区の再編計画の中に入るマルチメディアライブラリーっていうのは、マルチメディア

ライブラリーの拠点。ここの拠点です。そこでしかできないわけじゃなくて去年の、委員会の

時もお話しましたけれども、北図書館を拠点にしますけれども、子どもたちに向けた講座みた

いなものは、別の図書館に私どもが出張して、やることもできなくはないんですっていうよう

なお話で、ちょっと近くの図書館からやってみましょうかっていうことで、来年度あたりは与

野図書館でもちょっと何かやりたいっていうふうに考えているところですので、あんまりい
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ろんなことを規制しないで、何しろやりたいことはみんな言ってみる。

その中からできそうなものは、早く早めに始めるし、拠点がなければできないようなもので

あれば、それはそっちができてからっていう感じでも、今のところは、ちょっと規制なしで、

今回の１月末までにまとめていただくものに関しては、やりたいことみんな言ってみるってい

う形で出してみてもいいんじゃないかなと思います。

宮本副委員長

そのことに関して言うと、とりあえず全部持ち寄るっていうか、すごくいいと思うんですけ

ど。余りにも制限がなさ過ぎると考えられなくて。何でも言ってくださいって言われて、言わ

れるのが一番出しづらかったりするんですよね。

しかも、僕らって結局、所謂従来型の図書館に慣れてるので、図書館にどんな可能性がある

のかって。実は話を聞くと、何かすごい夢がありそうだけど、そこで何ができるかっていうと

大体イメージがすごく付きづらいっていうのは、何かあるなと思っていて。そういう意味では、

僕、『未来をつくる図書館』をぜひ読んでいただくと、実は図書館にこんな可能性があるんだ

っていうことがあそこにはすごく具体的に書かれているので、アイディアが出しやすいかなと

か。或いは、例えばこの『つながる図書館』の中にも、日本の中でもいろんなチャレンジをし

てる図書館のことが書いてあるので、さいたま市ではない図書館の活動みたいなことも書いて

あるので、何かこういうところからちょっとヒント出ていただけると、ちょっとそれのアイデ

ィアなんかきっかけになるかなあということをちょっと感じています。

あとは、要はロードマップを描く必要があって、マルチメディアライブラリーが実現するの

は、今後５年後なのか１０年後なのか、その先なのかが分からない中で、そこに至るまでのプ

ロセスとして、どういうアクションを作っていくのかみたいなことは、多分段階的に考えてい

く必要があるのかなと思ってるので。

まずはその、アイディアを拡散させることは大事なんですけど、それを順番に並べていって

まずできることから着手して、５年後はこんなことを着手しましょうからでき上がった時には

こんなことやりましょうみたいなことが何か描けるといいのかなあと、ちょっと感じました。

三ツ口委員

マルチメディアライブラリーっていうのは、教育長が冒頭で挨拶なさったように、教育委員

会に紐づいてくるんですかね。

宮本副委員長

今はそう。

三ツ口委員

将来的な部分っていうのは、そこはどうなのかっていうのは、まだ議論されている、これか

ら議論する。

例えば施設が１２年、１３年後ぐらいにできるとしたら、今の子どもたちが、例えば何かし

らそのマルチメディア教育を、例えば今の４年生が受けますと、じゃあ１０歳ですと。今後出

た頃にちょうど社会人になります２２歳、２３歳です。そこは僕、大事なのかなと思ったんで

す、今できることっていうふうにいくと。

このまさにキッズムービープロジェクトなんかまさにそう、そのきっかけになるし、そんな

同様のもので、要はその学校教育の中と、マルチメディアライブラリーの機能の、やっていく

ロードマップと学校教育ってのセットで走らせていくってことがいいんじゃないかなって、ち

ょっと直感的なんですがね、思ったんですよね。
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だから施設ができることはその箱によるんで、予算にもよるんですけども。その学校教育の

中にそのマルチメディア教育的なものを、総合的な学習の時間なのか、ないしはその生活科の

時間社会科の時間なのかわからないんですけども、そういったものを例えば各学校とかで何か

取組んでみてその学校ごとに発表する、みたいなことを例えばこういった今後の令和 4 年度
以降の事業の中で例えば我々が提言してそれを教育の中に落とし込むみたいなことができる

と意味があるなと思っていて。それを例えば、多感な時期、小学校４年生、５年生、６年生、

中学年から高学年ぐらいでその経験をしている子たちが、その後高校、大学に行った時に、逆

に運営サイドに戻ってくるっていう可能性があって。それに、そうすることによって何かその

人材、つまりそのやっぱり施設ができてもそれじゃ、運用する人材とか、そのサポーターみた

いな方、そっからゼロベースでスタートするってめっちゃ大変だと思うんで、そうすると教育

とセットで考えた方がいいんじゃないかなってのはもうちょっと今思ったわけですよね。

それができるのかどうか、最初そこ外してってことであれば、できるのか知らんけど、それ

がいいんじゃないですかって言うのは、ちょっと思いますね。

宮本副委員長

でも、そこはですね教育委員会だからこそ、学校教育と生涯教育の垣根を越えてやってみま

しょうっていうことは、本来できる。

三ツ口委員

  僕が確認したかったのは、冒頭のそこなんですよ。今、教育委員会に紐づいてるんだったら

できるんじゃないのかなと。

林委員長

基本的にはもう紐づいてる前提ですよね。逆に、それは市長部局の地域づくりともうちょっ

と深くそこも入って欲しいみたいなことはあるかもしれないですけど。基本は教育委員会ベー

スのつもりで。

三ツ口委員

それなら、ね、ありなのかなとちょっと感じたところですね。

宮本副委員長

全然、提言としてありだと思います。そういう理由ですね、全学校でできるとは思わないん

ですけど、それをそれこそ中央区の中の学校でやってみるとかっていうのは、モデル的にって

いうのは十分ありうるかもしれない。実際キッズムービープロジェクトも、市内の中学生とか

に参加していただいていたりするので。

三ツ口委員

そうですね。なんかそういうモデル事業みたいな形になれば。まあ、分かんないですけども

ね、やっぱスーパーサイエンススクールとかで指定された学校があるように、同じように、マ

ルチメディアライブラリー先進指定校みたいなのがあってもいいと思うんですけどね。

林委員長

非常に面白いですね。ただ、どうしても子どもになりがちなのをやっぱ大人、大人をそこで

バリバリできるそういうものを利用できる人がいないと大体、先細りしちゃうんで。

結構まちづくりとかも子どもに託すみたいじゃなくてやっぱり、まず大人からでしょ、みた
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いなとこもあるので、そこの事業で、やっぱこう仕組みと人だと思うんですよ。そういう意味

ではすごく三ツ口さんの意見が非常に面白いと思っていて。確実にそのサポーターが増えてい

く。逆に講師として入ってもらうとか、いうことにも繋がりますし。あとはもう一つその建物

云々じゃなくても、一番実は大事なのはこれを専任できるチームだと僕は思ってまして。チー

ム及び仕組みなんですよね。

一つは、先ほどの学校教育の中にもそこを入れるっていう、もう一つこれ仕組みだと思いま

すし、あとはその公民館の地域プロジェクトっていう仕組みの中とかですね。なんか、その時

に、あとはもう一つはやっぱ人っていうのはどうしても片手間じゃなくできる専任の、やっぱ

マルチメディア担当の人ができないことにはどうしても前には進まないなっていう部分もあ

って。その専任プラス、先ほど言ったやっぱ専門家たちですよね。一番はそういうものはどう

しても必ず、先ほどニューヨークのでは専門司書がどの分野でも全部専門司書がいるみたいな

話しましたけど、そこは相当メリットあると思いますし、今でもさいたま市のなんか人材バン

クみたいなことあるかもしれないんですけど、非常にあんま活用されてるようにも思えないと

ころがありまして。マルチメディアライブラリーというものを実現する時に必要な、まさにこ

のプロフェッショナル、専門家、みたいなものが、建物ができる前からすごくそこを通じて何

か情報知見を得たり、その専任たちとともに何か講座ができたりみたいなことは、やっぱ一つ

できるのかな。まあちょっと、僕の中では思います。そこができないことには、結局、何もで

きないっていうか。

宮本副委員長

だからそういう意味では、その専門人材、専任人材とか、専任スタッフっていうと、例えば

中央区の再編事業そのものも、これものすごい大きな事業、しかも長期間にわたる事業なんで

すけど、今は、そのまちづくり総務課っていうところが所管をしてるんですね。

ただ、絶対持て余すというか、やりきれないんですよ。そこが来ても他の事業を兼務しなが

らやってる状況なので。だから、いずれは多分専門部署みたいなものが、多分、中央区公共施

設再編事業室とかみたいなものが多分、いずれはできて、そこはもう本当にこれだけやる、こ

れだけのために、日々業務をするっていう、多分体制としてなるとするならば、このマルチメ

ディアライブラリーについても、本当に新しい図書館公民館を作るプロジェクトなんで、それ

こそ何を言ってもいいという話なので、それこそ教育委員会の中にそういった専門部署、やは

り、専任の人員をちゃんとそこに配置をしてちゃんと描いたロードマップに即した活動を日々

やっていく。人をどっかのタイミングでやっぱ入れるっていうことが、必要になってくるのか

なっていうふうに思うんですよ。

そこには当然、職員としてのそういう専任スタッフだけじゃなくて、そこにも例えば公民連

携みたいな形で民間の人材もそこに何かジョイントしていくとか、一緒に何かパートナーシッ

プ組んでいくとか、場合によっては企業がそこに参画するみたいな、ひょっとしたらあるかも

しれませんけど。なんかそういうところも含めて、何か描く必要あるかなというふうに思いま

す。はい。

林委員長

だから例えばそういう時にこう、市長のマニュフェストでデジタルタウン構想の一部をマル

チメディアライブラリーに直してもらうといったところで、そこに人と、例えば予算取って、

ものを一分野勝ち取るみたいなことも、そこで建物ができる前から、活動していく専任で動い

ていけるということもできたらと、ちょっと思ってます。

宮本副委員長
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そうですね。やっぱり例えばこの決められた、マルチメディアライブラリーは今視聴覚ライ

ブラリーに紐づいてるので、北図書館さんがやってますけど、やっぱり当然リソース不足とい

うか、どうしても他の日々の業務の中で、この視聴覚ライブラリー手がけてるっていうことに

なってるので、やっぱり、ただそれでは手に負えなくなる時が、多分いずれ来る。様々コロナ

禍でいろんな事業の提案をして、それもいろいろやっていこうみたいになれば、当然北図書館

だけでやり切れないっていう状況は、近いうちそうなるっていうのが目に見えてる状況なので、

やっぱどっかのタイミングでちゃんとそこには人を手当するっていうことを、何か、そこはぜ

ひ提言してもいいんじゃないかなっていうのは思ってます。

林委員長

  三島委員はどうですか。

三島委員

急展開なんで。ちょっとびっくりしてるんですよね。

林委員長

とりあえず今回１回目で出せるだけ出すものは出して、２回目にそれを踏まえて、それぞれ

思うところとか整理してもらうことを出してもらって、3回目で、それをまとめたものを最終
的にチェックするのがいい形じゃないですかね。

北図書館長

  それでは、次回の運営委員会の日程調整を行いたいと思います。

（各委員、話し合い）

北図書館長

１２月１６日１６時から１８時まではご予定いかがでしょうか。

各委員

 はい。

北図書館長

今回、討議した内容を踏まえて１２月１２日までに事業案を事務局にお送り下さい。委員の

意見を事務局でまとめ、次回会議でさらに内容の検討をお願いします。また、本日の会議内容

については「未来の図書館・公民館をつくる検討会議」にも報告させていただきます。

その他に、ご質問はございますか。

全員

 質問なし。

北図書館長

  事務局から本日の議題のほかに何かありますか。

事務局

  特にありません。
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北図書館長

では、これで令和３年度第２回の運営委員会を終了いたします。

  本日はありがとうございました。


