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【事務局】 みなさんこんにちは、第３回市民活動推進委員会を開会いたします 

本日は、議題１で市民活動推進委員会委員長及び副委員長を互選で決定するまで、事務局で進行をさ

せていただきます。本日は、三觜委員が欠席になります。 

本日の委員会の議事録署名人は、新しく委員長になる方とお一方、委員長が決定しましたら指名させ

ていただきますので、議事録ができましたら署名をお願い致します。それでは議事に入ります。 

【事務局】 それでは議題に入ります。議題１ 委員長、副委員長の選任についてを議題とします。 

茅ヶ崎市市民活動推進委員会規則第４条において、「委員会に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。」と規定されております。 

まず、本委員会の委員長の選出につきまして、委員の皆様からのご意見をお願いします。 

【秦野委員】 事務局に一任したいと思います。 

【事務局】 事務局といたしましては、任期が３期目となる大江委員に、これまでのご経験や幅広い

ご見識を生かして、委員長にご就任いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

【委員一同】 はい。 

【大江委員】 かしこまりました。よろしくお願いいたします。 

【大江委員長】 引き続き議題（１）について、副委員長の選任についてですが、こちらも互選で決

まるということです。ご意見はございますでしょうか。 

【椎野委員】 これまでも副委員長として活躍していただいている中川委員がいいと思います。 

【大江委員長】 中川委員いかかでしょうか。 

【中川委員】 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

【大江委員長】 それでは、議題（２）に移ります。行政提案型協働推進事業の公募テーマについて

でございます。事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 それでは、議題（２）番、行政提案型協働推進事業の公募テーマについてご説明申し上

げます。資料につきましては、お手元にお配りしましたＡ４縦の資料１番、Ａ４横のクリップどめさ

れています資料２番、Ａ４縦型の資料３番、こちらの３種類を活用させていただきます。 

 行政提案型協働推進事業の流れをご説明申し上げます。 

 平成30年度から31年度にかけて来年度から実施いたします行政提案型協働推進事業につきまして

は、市役所庁内各部課長が出席いたします総合計画実施計画策定に関する説明会にて説明し、テーマ

を募ってまいりましたところ、２つのテーマにつきまして、行政提案型として企画提案を募りたいと

の希望を受けております。 

 本日、この後、行政提案型のテーマを担当課より、公募する資料の原案である資料１や資料３を用

いまして説明させていただき、テーマについて皆様にご審議いただきます。その審議内容に応じまし

て、公募する資料の原案を修正し、庁議、市役所内で意思決定する会議にて、公募の可否を審議して

まいります。 

 この後、７月中に市議会に情報提供し、８月より公募に関しましてホームページや広報紙、その他

チラシなどによって周知を図ります。テーマについての意見交換会を９月に開催いたしまして、個別

のテーマについて、申し込みに応じ説明を行った後、企画提案いただく期限につきましては、10月20

日ごろを予定しております。 

 引き続き、本日この後の審議の流れを説明させていただきます。この後説明いたします行政提案型

協働推進事業テーマ候補について、事業担当課より、資料をもとに10分程度で説明させていただきま
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す。説明の後、質疑応答の時間を10分程度設けますので、不明点がございましたら、ご質問いただき

たいと思います。 

 この流れを２テーマ分繰り返した後、担当課にご退出いただきまして、協働推進事業として公募す

る上で、協働の効果をさらに高めるために必要と思われる視点や考え方に関してご意見をいただきた

いと思います。 

 本日いただきましたご意見にて、庁議にて公募テーマを審議する際の資料を修正してまいります。 

 説明は以上でございます。 

【大江委員長】 それでは、担当課から説明をいただきます。 

【事務局】 よろしいでしょうか。それでは、（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設「はまかぜ菜園」等

管理運営事業につきまして、青少年課体験学習施設準備担当よりご説明申し上げます。お願いします。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 青少年課体験学習施設準備担当課長の仲手川と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 （仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設「はまかぜ菜園」等管理運営事業について説明いたします。（仮

称）茅ヶ崎公園体験学習施設準備事業は、老朽化と耐久性能に大きな課題のある旧海岸青少年会館と

福祉会館を「海岸青少年会館・福祉会館複合施設再整備基本計画」に基づき整備を進めているもので、

昨年度に実施計画が完了し、本年６月の議会で工事請負契約の承認を経て本契約を締結し、本年７月

から建設に着手する予定でございます。平成30年11月ごろまでを工事期間とし、その後、準備期間を

経て、平成31年１月の開館を予定しております。 

 まず、最初に施設の概要について説明いたします。「資料２」をごらんください。 

 １ページは、（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設を高砂通り南側から見た図面でございます。本日、

カラープリントしたものを前面に用意させていただいております。 

 次に、２ぺージ及び３ページをごらんください。この図面は、体験学習施設の建設位置を示すもの

で、建設地は、茅ヶ崎市中海岸３丁目の茅ヶ崎公園内旧テニスコートの部分でございます。この場所

は海風の影響を考慮して２メートルほど掘り下げた形状でございますので、これを生かして地下１階、

地上２階の施設を建設いたします。 

 本施設は、茅ヶ崎公園という都市計画決定された公園内に建設することから、都市公園法上の「体

験学習施設」として位置づけをしております。「体験学習施設」とは、公園利用者が運動、文化、自

然等に関する実験、体験、実技、講義等を行うことができる施設をいうもので、これまで海岸青少年

会館が青少年向けに実施してまいりましたさまざまな体験学習のノウハウをもとに、茅ヶ崎公園の緑

や海という風光明媚な環境、野球場や庭球場といった既存施設と連携した事業を展開することで、こ

れまでの青少年の自立育成や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくりのみならず、あらゆる世代が

交流できる施設を目指します。 

 続きまして、４ページをお開きください。地下１階から２階までの部屋の配置及び屋上の状況を示

しているものでございます。１階部分には、施設利用者及び公園利用者が高砂通りから公園へ、ある

いは公園から高砂通りへ東西に自由に行き来できるよう通り抜け園路を設けることで回遊性を高めて

います。 

 また、施設北側には幼稚園、さらに徒歩圏内に３つの小学校があることから、日ごろから子供やそ

の保護者が集まっている状況を踏まえ、西側に隣接するしおさい広場を一体とする屋外活動テラスや

親子フリースペース等を設け、子供たちの居場所としております。 

 そのほか、地下１階にはステージ発表等ができる多目的室、音楽室、工作室、娯楽室など、２階フ
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ロアには和室、集会室、学習室などを配置しており、貸し室とフリースペースを合わせた施設の部屋

数は26室となります。 

 また、テニスコートの移設に伴い閉鎖となりました、茅ヶ崎公園内にありましたオリーブ広場につ

きましては、施設の南側に併設する形で機能を確保しております。 

 なお、図面の右側部分にございますが、屋上には太陽光発電設備を設置し、環境負荷の低減を図る

とともに、防災面から津波一時退避場所としての機能を有する施設として整備しました。津波一時退

避場所の収容人数につきましては、２階テラス部分と屋上部分を合計して約1000名となっております。

本施設が完成することにより施設北側の幼稚園、本施設、野球場と津波一時退避場所としての機能を

持つ施設が３つ連なることになるので、安全・安心なまちづくりの一助となる施設になると考えてお

ります。 

 また、１階には防災備蓄倉庫を設置し、災害時に必要となる資機材を保管できるようにしておりま

す。 

 資料５ページは立面図、資料６ページ以降は植栽計画となっております。 

 なお、８ページは、今回、協働推進事業として提案させていただく「はまかぜ菜園」及び２階外周

部分の植栽の詳細をお示ししたものでございます。 

 恐れ入りますが、資料１にお戻りください。続きまして、「協働推進事業提案理由」及び「事業内

容」につきまして、ご説明いたします。 

 平成27年度に解体しました旧海岸青少年会館では、その前庭にあった「はまかぜ菜園」において青

少年を対象に種まき、苗植えから収穫、調理までの一連の事業を展開していました。今回、この事業

を継続、拡充、発展させていきたいと考えております。 

 本施設では、豊かな人間性を育んでいくという観点から、子供たちを初め、あらゆる世代の人々が、

さまざまな体験活動を通じて他人と協働したり対話することの重要性などを実感し、理解できるよう

にする機会を提供し、文化、芸術を体感し感性を高めたりするような場となるようさまざまな体験学

習を実施してまいります。 

 また、このような取り組みにより、あらゆる世代が交流できる直接的な効果に加えて、地域の活性

化など、地域社会への間接的な効果をもたらし、さまざまな相乗効果が地域社会に広がっていくこと

を目指します。 

 これらの目標達成に向けた１つの取り組みとして、２階の「はまかぜ菜園」並びに２階外周の「灌

木・中木の緑地」を市民活動団体等と協働して管理・運営をしていきます。 

 次に、「協働推進事業とする理由」につきましては、まず、多くの市民が参加し、市民が主体的に

なることが求められている事業であること、２つ目として、市民の参加によりきめ細かく柔軟なサー

ビスが提供できる事業であること、３つ目としまして、市民活動団体の持つ専門的な知識や人的ネッ

トワークが活用できる事業であること、４つ目として、行政が実施するよりも市民の機動性が発揮で

きる事業であること等により協働推進事業として提案させていただきました。 

 「役割分担及び予算上限額」につきましては、資料記載のとおりでございます。 

 「予算の積算」につきましては、植物の種、苗、肥料等消耗品費、多世代交流イベント経費、管理

謝礼等でございます。 

 なお、30年度予算は、本施設は平成31年１月に開館を予定していることから、管理運営期間が12月

ごろから３月までの約４カ月程度と短くなっているため、平成31年度と比較して積算額が少なくなっ

ております。 
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 最後になりますが、本日「体験学習施設の模型」を会場中央にお持ちしておりますので、お時間が

許すようでしたら、ぜひごらんになっていただければと思います。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【大江委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、まずご質問からいただきましょうか。どうぞ、挙手をしてお願いします。 

【伊藤委員】 図面の説明がよくわからなかったのですが、４ページを見ますと、地階と１階とあっ

て、５ページを見ますと立面図で、南側からと地階がかいてあるのですかね。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 はい。 

【伊藤委員】 今おっしゃっている「はまかぜ菜園」の２階というのはどこにあたるのですか。例え

ば、この５ページの立面図だとどこなのでしょうか。東側立面図というところでわかるのでしょうか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 東側立面図ですと、右側に「避難直通階段」という部分がござ

いまして、こちらの奥にございます。 

【伊藤委員】 では、すごく狭いスペースだということですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 模型で説明させていただきます。 

 少し下に入っている関係で、ここが地下１階、１階、２階ということで、２階のこの部分が「はま

かぜ菜園」ということで、58平米、あとはその外周ということになっております。北側と西側のこの

辺のところです。 

【伊藤委員】 余り日当たりはよくないのですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 周りには松が生えているのですが、もともとテニスコートがあ

った部分でございますので、日当たり自体が悪いことはございません。 

【伊藤委員】 南がこちら側ですよね。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 はい、そうです。 

【伊藤委員】 建物のあれで余り日が当たらないのではないかと思いましたが、わかりました。要す

るに、建物の北側にある１階の屋根の部分に当たるのですね。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 そうですね。ここです。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございます。 

【大江委員長】 では、私から質問を１つ。１階屋上部分にある菜園と植栽だけが管理運営事業対象

であるということですよね。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 はい。 

【大江委員長】 こういう施設の場合というのは、近年は指定管理になることが多いと思うのですが、

この施設の場合にも指定管理にするとか、指定管理事業者に市民参加を促すとか、いろいろやり方が

あると思うのですけれども、今回はこの部分だけを市が協働事業で市民団体とやりたいということで、

ほかの部分の管理は一体どのような形になるのでしょうか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 福祉会館は指定管理をしています。海岸青少年会館は市の直営

でやっています。２つは複合的な要素があるのですが、こちらは一元的な管理ということで、２つ別

々という形ではありません。将来、この施設がオープンしたときに、それを直営でやるのか、指定管

理でやるのかということなのですが、正直言って、まだ決定していません。ただ、市民の方の意見等

では、災害の一時避難などがありますので、そうするとやはり近隣の方との防災関係のネットワーク

等があります関係で、直営という意見が非常に多く寄せられているというのが現実でございます。 

 その関係がありますので、最終的には市の中で運営方法を決めていくのですが、今そのような状態
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の中で、指定管理ありきという形で今回の協働推進事業を進めているということではございません。 

【大江委員長】 この建物の提案というのは、コンペで決まったのですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 簡易プロポーザルで決定しまして、設計会社が基本設計、実施

設計を決めて、着工する予定です。 

【大江委員長】 最初に市が簡易プロポーザルの提案を募るときに、市側から指定した要素の中にこ

の菜園というのはもともと入っていたのでしょうか。それとも、それは提案の中にあったものなので

しょうか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 私はもともと海岸青少年会館の職員でして、実際に菜園業務も

非常勤嘱託員と一緒にやっていたのですが、この事業自体の効果というのが非常に青少年にありまし

て、この施設をつくるに当たっても、この菜園事業が実際にできるような形でプロポーザルを提案し

てくださいという形で提案させていただいております。 

【大江委員長】 もともとあったものなのですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 もともとございました。 

【大江委員長】 規模とかは、新しい屋上部分につくるに際して、大きくなったり小さくなったり、

何か変化はあったのでしょうか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 この「はまかぜ菜園」に限るところでございますが、実際はこ

の半分程度のスペースでやっておりました。ただ、正直なところ、狭いという実感がございましたの

で、事業としては大きく展開したいというところで、約倍のスペースをとる形でやらせていただいて

おります。 

【大江委員長】 周辺の２階部分のテラスの植栽については、ついでにということなのでしょうか。

それとも、そこにも何か意図があるのでしょうか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 この建物自体、真っすぐビルのような形で建てるのが普通なの

かもしれませんが、中海岸というエリアは景観にも配慮しなければいけないエリアですし、なおかつ

公園の中にある施設でございますので、やはり緑との調和という部分がございます。そういう部分を

勘案しまして、我々としても緑との調和と言っていたのですが、業者からの提案からもこういう形で

出てきたというのが事実でございます。 

【大江委員長】 ありがとうございます。それでは伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 どこまで団体に提示する資料かよくわからないのですが、恐らく団体にとって重要な

のは、どこまでが使えるのかとか、どこまで管理しなければいけないかというところではないかと思

います。１つは、管理するための事務所だとか、あるいは倉庫だとか、そういったものを附属的では

なくて、表に出したほうが応募しやすいような気がします。 

 ということを含めて、いわゆる施設管理に近いので、期待する役割ということもそうなのですけれ

ども、義務的にやらなければいけないこと、あるいは権利と言っていいのでしょうか、自由に使える

ところをもう少し書き込んだほうが応募しやすいような気がします。 

【大江委員長】 関連して僕も聞きたいのですが、先ほどのご説明で、もともと菜園があるというこ

とで、大体利用の形はイメージされるのでしょうけれども、それはもう既に工事が始まっているので、

今はないわけですよね。それは屋外にあったのですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 屋外にございます。 

【大江委員長】 今度は建物の中にあるわけですよね。そうすると、建物の管理上、夜間などに閉め

てしまった場合、例えば夜、菜園に水をやりに行きたいと思っても、建物の中に入らないと菜園に行
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けないわけですよね。ということは、今までやっていた菜園の管理と条件が違ってくる可能性がある

と思います。そういうところはきちんと配慮・考慮されて、この事業の提案・募集をおやりになろう

と、その辺はきちんと考えていらっしゃるのかどうかをあわせて伺いたいと思います。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 開館時間・閉館時間等は、ある程度一定のルールがある関係で、

お互いに事業を進める上でしっかり話し合って、決めておかなければいけない点かと思います。事業

の内容については、余りうちのほうが細かく出してしまいまして仕様発注的になってしまうというこ

とになると、それだったら協働で新たな案がなかなか出てきづらいのではないかという点もあった関

係で、今までやってきた事業に関しては説明できるのですが、この枠に必ずしもとらわれることなく、

新たな考えがあればそれも話し合った中で進めていく可能性も残しておきたいというのが正直なとこ

ろあります。そうでないと、植木屋さんとか、近所のセンターとかに委託して掃除してくださいとい

う形になってしまいますので、その辺のところを市民活動団体が行うことによって、行政だけでは考

え付かないプラスアルファのところもお互いの特性というところで出し合って、管理していきたいと

いうのが根底にあります。 

【大江委員長】 今の伊藤さんの質問の資材置き場等がどのように設置されるのかというのは条件な

ので、それは提示しなければいけないと思うのですが、そこはどうなっていますか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 置き場に関しては、２階平面図の左上、あずまやのあたりに一

時的に倉庫的なものが置かれる予定でございます。 

【伊藤委員】 わかりました。今の話に関連して、ハマミーナですとか、まちスポが経験することが

恐らくここでも再現されるような気がします。複数の責任者がいて、複数の利用者がいる、一体どこ

が責任を持っているのか、管理しているのか、非常に入り組んでいるので、全体がどういう管理体制

になっていくかということです。今ハマミーナはどちらかというと空白の時間だとか、空白の機能の

ようなものができてしまっています。そこを一生懸命皆さんが補っているとは思うのですが、全体的

な調整などはどのようにやっていかれるのかということを団体に示したほうがいいような気がしま

す。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 ハマミーナはいくつかの課が複合的にやっていますが、ここは

福祉会館の内容と海岸青少年会館の内容が入るのですけれども、基本的には青少年課、私たちの課の

ほうで一括管理で、こちらのほうが責任を持って管理していくような形で、複数課という形ではござ

いません。 

【大江委員長】 建物の中が完全に管理区分されているというわけではないのですね。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 ないです。１つの建物に１つの管理責任者がいて、一括管理で

管理していくような形です。 

【大江委員長】 わかりました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【草野委員】 今まで「はまかぜ菜園」の部分はあったということですが、木の管理までやられてい

たということですか。新たに木の管理の部分も追加した提案という形でよろしいですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 はい、そうです。 

【草野委員】 というのは、木の管理はかなり難しいと思っていまして、なおかつどんな木を植える

かというよりは、植えた後の管理という形を今は考えていらっしゃるのですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 そうですね、植えた後です。 

【草野委員】 わかりました。中海岸の話で言うと、松の木がたくさんあって、多分２階だと松の木

のほうが建物よりも高いですよね。そうすると、私が今一番経験しているのは、カラスがたくさんい
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て、２階とか建物の中で作業すると、４、５、６月ぐらいの時期は必ず襲ってきます。そういうこと

を踏まえて、危険等はないのかなという思いがあります。下でやる菜園に関しては多分危険は少ない

と思うのですが、２階とか３階になると、鳥などは自分が危ないと思うと、襲ってくることがたくさ

んあります。私もしょっちゅう襲われているのですが、その辺のことは何か考えられているのでしょ

うか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 すみません。正直、カラスの攻撃性のところまでは把握してい

なかったので、きょうのご意見を参考にさせていただいて、開館に向けて調整させていただきます。 

【草野委員】 子育てをしている時期だけですけどね。 

【大江委員長】 今卵を生んで、うちのそばでもそうです。それから、こういう菜園の土の中にごみ

置き場からとってきたものを埋めておくとか、いろいろなことをやります。ですから、結構管理は難

しくなりますし、ご指摘のように植栽の樹種をどのように決めるかでもって、剪定作業等も随分違っ

てきますので、協働事業として提案していただくためにも、どういうものを灌木で植えるのかとか、

大体見通しがついているものについては条件としてできる限り提示したほうがいいと思います。 

 ほかには。どうぞ。 

【北川委員】 ありがとうございます。予算なのですが、上限額は決まっているのですか。 

【事務局】 はい。そちらについては担当課が一定の積算のもとに上限額を設定して、積算について

明かすわけではないのですが、この上限額は財政課とも調整済みでございまして、庁議を経てこの金

額で公募しましょうというところが決定したら、金額だけを公開して募集するという流れです。 

【北川委員】 お答えできるかどうかというところもあるのですが、実際どれぐらいの遊びがあるも

のなのかというところでして、協働事業をやるからにはある程度創意工夫を期待するところがあるか

と思います。でも、実際に予算はどれぐらいあるのかというのが多分団体としては気になるところな

のではないかと思います。 

 もう一点、それにあわせまして、もし予算が少ない場合に、例えば収益事業ができるのかどうか、

そのあたりはどうなのでしょうか。 

【事務局】 基本的には積算にわざわざ遊びを計算してはおりません。ただ、一般管理経費として10

％を計上した金額になっておりますので、その10％をどう使っていただくかというのは自由というの

と、この上限額の中でその団体の専門性やマンパワーとかスキルをもとに事業提案をいただくので、

その金額の中でどう泳いで提案されるかという自由度はかなりあるものだと認識しています。 

【北川委員】 収益のほうはいかがですか。 

【事務局】 収益につきましても、足りない部分は収益活動をしていただいて、ここの事業費を膨ら

ませていただくということは大いにあるのではないかと思います。ただ、市から出せる金額の上限が

この金額という形になっています。 

【北川委員】 わかりました。ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、まず椎野さんからどうぞ。 

【椎野委員】 ありがとうございます。それでは、これまでの市の取り組みの中で「はまかぜ菜園」

というのはやられていて、種をまいてカレーをつくるまでいろいろやってきたということですが、や

はり市民活動団体というのは有機栽培とか、自然栽培というのに強く取り組んでいらっしゃるので、

この「はまかぜ菜園」というのはどのような方向を持ってやろうとしているのでしょうか。今収益事

業というお話もございましたが、例えば、そこの自然農法ででき上がったものを市民に販売して収益

を得て、そして自分たちの活動にするという方法も一つあるのではないかと思います。これが普通の
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農薬をやってということであれば、何も意味がないのではないかと思うのですが、その辺はどのよう

にお考えでしょうか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 事業の計画を立てた上では、例えば青少年が集まって、さらに

親、おじいちゃんということで、世代循環するような形で、他世代交流を追求するということを第一

に考えています。収益の可能性を先ほどお話しさせていただいたのですが、収益性というよりは、こ

の施設を使っていろいろな人が集まってくる、地域のコミュニティーが活性化するということを目的

と考えている関係で、収益というよりは人の流れとか、人の触れ合いなどの広がりのほうを主体に事

業展開していっていただきたいというのが私たちの考えでございます。 

【椎野委員】 わかりました。 

【大江委員長】 では、どうぞ、髙橋さん。 

【髙橋委員】 実は椎野委員とほぼ同じでして、収益のことを一つ聞きたかったのと、もう一点はこ

れまでの「はまかぜ菜園」でやってきた事業の流れもあるかと思うのですが、協働推進という上で「自

主事業（体験事業）」とありますけれども、行政側としてはどんな事業を想定しているのでしょうか。

ただやみくもに募集して何でもかんでもというわけではないのですが、こんなのが来たらいいなとか、

何かイメージ的なものがあれば、お話しいただければと思いました。 

【大江委員長】 今やっていることと関係していますよね。それも含めてご紹介いただけますか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 これまでの取り組みにも書かせていただいておりますとおり、

単発で終わっては意味がないと考えております。子供たちに何かを教える上では、初めから終わりま

でどういう流れで進んでいくかということを理解させることが必要だと思っています。そういう事業

として、これまでは先ほど説明させていただきましたとおり、種をまくところから水をやって、芽が

出て、それを育てて、収穫して、収穫したものを食べるというようなサイクルをとにかく理解しても

らうという事業をもちろん我々もやってきてはいるのですが、我々の少ない見識でやるよりも、市民

活動団体の皆様の知識・見識というところを生かしながら展開できればというのが一つ考えていると

ころでございます。 

やはり体験学習施設ということで、受け身ではなくてみずから学ぶということが一番の目的ですの

で、いろいろな情報が知識として教養となるということで、体験していただいて、気づいていただき、

その上で皆さんと協働してやるとか、そういった中で、授業で受け身で聞いているのではない別の面

を出したいという、そういった形の一事例として、今担当のほうから説明させていただいた事業を展

開していきたいと考えております。 

【大江委員長】 では、西野さん、どうぞ。 

【西野委員】 環境審議会でかぶっているところがあったのですが、地産地消、いわゆるその場で採

った地のものを生かしてという、そういったことを推進していこうということが議題に入っていまし

た。これは質問ではなくて意見なのですが、学校教育も絡めて地産地消ということでこういった取り

組みも進められたら、子供たちにも学校教育の一環として、ものを植えて、ここで採ったものでカレ

ーをつくるという一連のところを学校教育と一緒にタイアップしてやるとか、その辺のお考えがあっ

たら、なお一層広まるのではないかと思いました。 

【大江委員長】 今のお話は青少年会館の役割と学校教育の役割はどこで切れているのかということ

も関係あると思います。学校でも菜園をやったりしていると思うので、それとは違う役割が恐らくこ

ちら側にあるのだろうと、その部分も説明していただくといいかと思います。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 学校の中ということになると、基本的にそこにボランティアの
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方とか、いろいろな方が来る可能性もあるのですが、外でやるということになると、やはり近所の方

であったりとか、繰り返しになってしまうのですけれども、おじいちゃん世代だったり、お母さん世

代であったりということで、世代もかわっていくし、ほかの学校の生徒だったりということで、人の

広がりが縦と横といいますか、大きく広がっていく可能性があります。学校教育、家庭教育、社会教

育、いろいろあるのですが、教育を進めていく上で、体験学習で社会全体で支えていくという点では

同じなのですけれども、その辺のところの広がりの可能性が体験学習のほうではあるのではないかと

考えています。 

【大江委員長】 伊藤さん。 

【伊藤委員】 市民活動推進、あるいは協働事業についてよくご存じの課長さんの指揮下にあるので、

とても期待したいと思っています。この委員会の委員としては、なるべく先ほど課長がおっしゃった

ように、自由な発想が受け付けられるような公募体系にしたほうがいいような気がします。先ほど草

野さんがおっしゃったように、灌木・中木の緑というのがもしかしたら少し足かせになる可能性があ

ります。実際にここで具体的な提案ですが、その辺に幅を持たせるためにも、「灌木・中木の緑など

を」と入れることは無理なのでしょうか。大きな計画の中で、灌木と中木が必ずしも必要な計画では

なく、例えば花であったりとか、あるいはそこを菜園にしてしまうということもなくはないのではな

いかと思うので、「等」というようにして、もう少し市民の自由な発想が受け付けられるような形に

はできないものでしょうか。 

 それから、もう一つわからないのは、青少年会館は今仮設だと私は思っていたのですが、要は青少

年課ということは、福祉会館事業の精神は継承するけれども、基本的には青少年会館の中身がこちら

に来るということですよねという２つです。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 ２つ目のほうからお話しさせていただきます。伊藤委員がおっ

しゃるとおり、海岸青少年会館は現在仮設でございまして、この新しい施設ができた暁には、今の仮

設を解体させていただいて、現状復旧をさせていただく形になります。ですから、我々青少年課とし

て、海岸青少年会館のイズムを引き継ぎながら、福祉会館の要素を組み入れて、新しい施設を運営し

ていくということが答えになります。 

【大江委員長】 もう一つの中木・灌木等は。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 植栽に関しては、実は景観審議会・みどり審議会等で、植える

上で外来種を植えるわけにはいかない関係で、審議していただいて、ある程度計画に基づいて植える

ということまでは決まっております。ただ、注意点としまして、２階の外周ということで、大きくな

ってしまった場合には子供が登って転落する可能性などがあり、非常に危ないということで、管理に

関しては開館後も引き続き中木・灌木、いわゆる高木にならないようにある程度抑制していかなけれ

ば、安全・安心な施設になりません。 

 伊藤委員からお話があったとおり、この施設の中木・灌木の管理をメーンに事業をするわけではご

ざいません。説明したとおり、当然目的はほかのところにあり、こちらのほうが非常に重くて提案が

出ないようなことはあってはならないと考えておりますので、この辺の表現だったり、どこまでの役

割分担にするかはもう一度考えまして、提案させていただきたいと考えております。 

【大江委員長】 切り分けることもあり得るということですか。菜園だけ独立した事業になるという

ことはあり得ますか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 やはり専門家に聞いた中で、管理上非常に難しいということに

なってきた場合には、切り分けを考えなければいけないのではないかと考えております。ただ、植え
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た後の定期的な管理、大がかりな、例えば植木の剪定ということは専門家に任せるにしても、日々の

管理に関してはお願いする可能性もあるのですが、そういった中での役割分担をしっかり示していき

たいと考えております。 

【大江委員長】 あとは中川さんですね。 

【中川委員】 中海岸に住んでいるものですから、私もよく行く場所です。北部から農家さんがトラ

ックでみえて朝一で野菜を売っているようなスペースもありますし、農的な空間として位置づけられ

たのは大変いいと思います。私も畑をやっていますが、58平米のエリアを子供から高齢者も含めて体

験型でいろいろと活動するというのは、かなりストレスも少ないですし、特にたまごの広場の隣にあ

りますよね。この管理はどなたがされるのですか。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 ここは実際半分は人工芝で、半分はシロツメクサの築山になっ

ている形で、要は遊び場スペースのような形になっています。 

【中川委員】 多分周りに少しオープンスペースがあるとすれば、その辺の使い勝手といいますか、

そういうものもかなり考慮してあげないと、58平米の中と、あるいは灌木・中木の緑地というだけで

限定されてしまうと、活動としてなかなかイメージがわきにくいという感じがします。もう少し自由

な空間というのをこのスペースの中にとれないものかということをかなり感じます。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 課長のほうからも話はさせていただいたのですが、いろいろな

方が来られるという中で、このスペースの中でどういう形で運用していくかというのは、実際に始ま

ってからのご相談になってしまうのではないかというのが正直なところだと思います。 

【中川委員】 始まりの中でかなりやりとりをきちんとされて、団体と市のほうとの協議といいます

か、役割のようなものをかなり密度高くやっていただいたほうが有効なのではないかと感じます。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 実際に１階の屋上に農園を設けるというのは、ある意味多少リ

スクが高いのではないかというのが正直なところです。 

【中川委員】 そうですよね。本当なら地面のほうが断然よかったと思います。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 その話は設計が始まった段階で正直出ていました。ただ、我々

の思いがあって菜園スペースをわざわざ設けたというところもございますし、事業自体としても継続

性のある事業で、先ほどの話ではないですが、植えてから調理をするまでというある程度のスパンを

持った事業を展開していくという思いを持ってやってきましたので、その部分については我々がこの

施設でやる事業の中でもランクとして高いのではないかと認識しております。そこでどのような形で

できるかというのは、実際に始まってから、密にコミュニケーションをとりながらやっていかなけれ

ばいけないのではないかと認識しております。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 今担当のほうから説明があったのですが、こちらのほうで管理

して、例えば他世代間交流の事業をする場合にはここだけではなく、館全体を挙げて一緒にやってい

く関係で。 

【中川委員】 そうですね。これは設計者の思想と使う側の思想というのがかなり違ってくると思い

ますので、その辺を調整されるということが非常に必要になってくるだろうと思います。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 中には調理室などもございます関係で、施設全体で青少年課と

市民活動団体が一緒になって事業を盛り上げていきたいと考えております。 

【大江委員長】 最後に１つ聞きたいのですが、土の深さがつくるものに影響すると思います。どれ

ぐらいの土量が可能なのかがきちんと示されていないと、市民活動団体も提案できないと思います。

ですから、きちんとどれぐらいの深さ、土量なのかとか、排水等についての設計はどうなっているの
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かとか、設計の仕様を細かく示されないと、なかなかうまく提案できないと思います。ですから、そ

の辺はよくお気をつけになって、建物の上につくるというのは、屋上緑化でもすごく難しいです。で

すから、今までと同じように活動ができると無前提でお考えにならないほうが、かなり制約されると

考えたほうがいいと思います。 

【伊藤委員】 ですから、先ほど言いましたように、委員会としては、委員会の位置というところま

で持っていければいいのですが、これよりなるべく自由に使えるような形で、課のほうで努力してい

ただくことに我々がセカンドすると。議会に対する説明があるのではないかと思います。そこでどん

どん用途が狭まっていくのは好ましくないような気がするので、なるべく市民目線で市民活動推進委

員会の一員としては進めていただきたいと思います。土の盛り方をなるべく深くできるように、ある

いは周辺施設、あるいは周辺の空き地を場合によっては使えるようにということが配慮できるように、

時間等さまざまな制限がある中で、なるべく青少年課でもって調整していくということを切に願いま

す。 

【大江委員長】 ということで、たくさん注文が出ましたので、もう一度提示される条件をよく検討

されるようお願いしたいと思います。では、この件はこれで終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

【青少年課体験学習施設準備担当】 ありがとうございました。 

 

【大江委員長】 それでは、次の郷土資料デジタルライブラリーについて、ご説明をいただきたいの

ですが、委員の皆様に注意していただきたい点なのですけれども、きょう配付されています資料１、

資料３については実際に公募する際に公開する資料のベースでございますので、取り扱いにご注意い

ただきたいということです。それではどうぞ、お願いします。 

【事務局】 それでは、続きまして「郷土資料デジタルライブラリー推進事業」につきまして、図書

館よりご説明申し上げます。お願いします。 

【図書館】 こんにちは。図書館の小原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、

「郷土資料デジタルライブラリー推進事業」について、ご説明申し上げます。まず、資料の内容に入

る前に、こちらのテーマの事業名となっている語句について説明いたします。 

 まず郷土資料は、地域資料と呼ぶこともあります。名前のとおり、地域に関する資料となります。

茅ヶ崎市立図書館では神奈川県と県内の市町村に関する資料を郷土資料という分類で定義していま

す。こちらの郷土資料の中でも特に茅ヶ崎に関する資料は茅ヶ崎というラベルでまとめています。具

体的には茅ヶ崎市史など、歴史をまとめた本、あとは地域で活動されている団体が発行した会報誌、

個人的に茅ヶ崎の伝説や歴史や地名などについて研究したもの、それから茅ヶ崎市が発行した行政的

な冊子、こういったものも含まれます。 

 次に、デジタルライブラリーという言葉ですが、最近新聞でよく見かける電子図書館とは別のもの

になります。あちらは電子出版された雑誌ですとか書籍を利用者のパソコンやタブレット上で借りた

り返したりするものなのですが、こちらの事業で想定しているものは、資料をスキャンしたり、あと

はデジタルカメラで撮影してデジタル化したものをインターネット上で公開して、世界中のだれもが

閲覧できるようにするというものになります。 

 同じような言葉でデジタルアーカイブという言葉もあるのですが、こちらは美術館や博物館なども

想定できるということがありまして、本事業はあえて図書館を前面に出した形でデジタルライブラリ

ーという名称にしています。 
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 前置きが長くなりました。資料３をごらんいただけますでしょうか。資料の説明に入らせていただ

きます。 

 実施テーマについては、郷土資料デジタルライブラリー推進事業、担当部課かいは教育推進部図書

館です。 

 ３番の提案理由ですが、先ほどご説明した郷土資料は一般書店では流通していなかったり、発行部

数が少なかったりと、貴重な資料が多くなっております。特に茅ヶ崎に関する資料は国立国会図書館

にもなかったりして、茅ヶ崎市立図書館にしかないものもあります。こうした貴重な資料は基本的に

保存されている本館で館内閲覧のみというものがほとんどになります。それから、閲覧することで少

しずつですがそのたびに劣化が進んでいくということは否定できません。 

 この資料をデジタル化して公開することで、保存しながらもデジタルで利用していただくというこ

とで、資料の保存と利用を両立することができます。また、インターネットで公開することで、遠方

の方も資料を見ることができます。先日、東京の都市開発のことについて研究されている方から昭和

10年代前半に発行されたと思われる茅ヶ崎の分譲地の販売広告について、どんな内容ですかというお

問い合わせを受けました。こういったものも公開できれば、遠方の方でも来館と同じようなサービス

が受けられるということがいえます。 

 あと、郷土資料の利用で多いのは、小学生の夏休みの宿題です。小学生の足で本館まで来るには大

変な地域もあります。茅ヶ崎駅南口をおりて歩いて５～６分のところに本館があるのですが、やはり

北のほうにお住まいの小学生だとなかなか来るのも大変なので、そういうニーズにもこたえられたら

いいなと思っているところです。 

 あと、国や県においては資料のデジタル化が進んでいるのですが、先ほど申し上げたとおり、特に

茅ヶ崎にしかない、茅ヶ崎に密着した資料というのはやはり茅ヶ崎の図書館がやるべきということで、

公共図書館ならではの重要な役割ではないかと思っています。 

 ちなみに、神奈川県内では平塚市、鎌倉市、大磯町など７つの公共図書館でデジタル化しているの

と、近隣では藤沢市文書館、寒川町の文書館においてもデジタル化を進めているところです。 

 また、後ほど協働のメリットのところでも説明いたしますが、デジタル化したデータを塩漬けとい

うか、死蔵させずに有効に活用できることも想定して、行政がただ単に業者に委託して資料をデジタ

ル化するということではなくて、地域密着で活動されている団体等と資料選定から一緒に取り組むこ

とで、発展性を持たせたいということから、本事業を提案いたしました。 

 次に、４番の事業内容です。大きく分けて４つございます。１つは資料のデジタル化です。対象と

なる資料は原則として当館で所有している茅ヶ崎に関するもので、特に古いものや貴重なものを想定

しています。あとは必要があって可能なものがあった場合には、当館所蔵以外の資料も可能性として

は考えられます。 

 ２つ目はデジタル化した資料をインターネット上で検索・閲覧できるようにします。館内の資料検

索機のことをＯＰＡＣといって、ネット上の資料検索機能のことをウェブＯＰＡＣといいます。セキ

ュリティー上直接は難しいのですけれども、検索したところからクリックで展開してデジタル化した

資料が見られるというような形ですとか、あとはある一定のテーマについて資料の調べ方を案内する

パスファインダーというツールがありまして、このウェブ版のようなイメージで、例えば南湖院など

のテーマを設けて、学習者が自分で学んでいけるようなツールを作成していただくことを設定してい

るのですが、ここは応募される団体の発想に期待したいところです。 

 それから、３つ目です。こちらは団体等の提案によるのですが、デジタル化した資料を活用した事
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業の企画です。ここから図書館の運営というか、図書館での学びを盛り上げたり、応援していただい

たりというような人々の発掘ですとか、新たなコミュニティーの創設も付加価値としては期待してい

るところです。 

 ４つ目、最後ですが、協働事業期間終了後の話になりますけれども、デジタル資料は引き続き図書

館資料として活用するため、デジタルデータをご提供いただくことを想定しています。 

 ５番、これまでの市の取り組みです。郷土資料については本館２階の資料相談室に職員が常駐して

いまして、調べもののお手伝い、レファレンスサービスを展開しています。ここでご質問いただいた

ことは記録をとって後々職員のレファレンスに役立てているということで、蓄積しています。資料の

デジタル化については取り組めていない状況です。 

 ６番の協働のメリットです。資料をただデジタル化するだけということであれば、事業者に委託す

れば済む話なのですが、実際にデジタル化を進めている機関においては、その後のデジタル化した資

料の利用状況が不明というところも少なくありません。アクセス数だけをとっているようなところも

ありますが、それすらもわからないというところもあります。先ほど申し上げましたデータの死蔵が

課題となっているところもありました。100年後の人々のために、保存に重きを置いた場合はそれでも

いいと思っているのですが、この事業は、当館としては高画質で保存することよりも、今図書館に補

完されて余り活用されることのない貴重な資料に光を当てて、今現在茅ヶ崎等に暮らしている方々の

学びの発展に重きを置きたいと考えております。 

 そのため、協働とすることで今まで図書館も気づいていなかった郷土資料の魅力を再発見して、よ

り多くの市民の皆さんと共有して活動していただけることを期待できるのではないかと考えておりま

す。資料から発展した勉強会ですとか、イベントの開催もよいと思います。そこから先ほど申し上げ

た、図書館を応援していただけるような方々がふえるような形となれたら理想的です。 

 また、市との協働となりますので、行政資料に関することですとか、市史編さんにかかわる職員な

ど、行政内での連携などもしやすいのではないかと考えています。 

 ７番の市民活動団体等に期待する役割は、対象資料の選定、デジタル化の方法に関する打ち合わせ

なのですが、こちらはデジタル化された後の活用方法を見越してどんな方法がいいかということの相

談になります。それから、具体的な作業となります資料のデジタル化とシステムの構築、郷土のこと

に詳しい団体さんから助言をいただいたりする場合もあると思いますので、そのときは調整をお願い

したいと思います。それから、でき上がったデジタルライブラリーを活用した学びの仕掛けのような

ことについての企画運営、以上がお願いしたい役割となります。 

 ８番、市ができる役割です。対象資料の選定は同じなのですが、「著作権処理を含む」とあります。

資料をデジタル化するということが著作権法上、資料の複写というのと、公衆送信権というものに当

たるので、著作権許諾が必要な場合は著作権処理の業務が発生します。基本的には著作権保護期間過

ぎたものとか、法で保護しない資料、例えば市が発行したものなどを対象としたいと考えていますの

で、その確認ということになります。 

 あと、デジタル化の方法に関する打ち合わせについては先ほどと同じです。打ち合わせの場所の確

保は市が行います。市の関係機関との調整もありますので、そこは市が行うということです。 

 最後が事業内容のところでお話ししましたように、事業期間終了後は図書館システムへ組み込むこ

とも考えたいと思っておりますので、図書館システム事業者との調整も想定しています。 

 最後です。予算上限額になりますが、１年目はサイト構築と資料のデジタル化がメーンとなって、

155万円、２年目は引き続き資料のデジタル化と、コンテンツ活用の企画・運営等々で125万3000円と
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いう形で見込んでいます。 

 ということで、郷土資料のデジタルライブラリー推進事業によって、遠方に住む方や子供たちへの

情報サービスが充実するだけでなく、郷土資料の持つ力を再認識して、図書館の新たな魅力を発信で

きることで、逆に新たな利用者が来館されるきっかけ、遠方の方のためにもなるのですが、新たな利

用者の来館のきっかけとなって、ひいては市全体の学びが盛り上がるということも期待したいと考え

ております。 

 郷土資料のデジタルライブラリー推進事業についての説明は以上となります。どうぞよろしくお願

いいたします。 

【大江委員長】 ありがとうございました。それでは、質疑に移りたいと思います。伊藤さん。 

【伊藤委員】 驚くほど安い予算で、恐らく半年分の人件費しかないと思うのですが、応募団体に期

待している事業と全体の事業との区分がよくわかりません。カメラに撮る作業も込みにしているのか

していないのか、それから資料は一体どのくらいの量があるのかということがわかりません。３つ目

に、どの程度の機器を市としては備えているのか、例えばこの手の作業をするには数台複写機、カメ

ラがあれば同時並行で進められ、グーグルのようにやれば自動的に読み取れます。それから、例えば

１件当たりの資料がとじているのかとじていないのか、１件10ページで1000件で大体１万件なのです

ね。１万件でもってこの152万円だと、１ページ当たり152円ということになりますが、その値段では

僕は無理だと思うので、一部は業者に委託するということを考えていらっしゃるのか、それとも資料

の数がすごく少ないのか、その辺を詳しくお願いします。 

【大江委員長】 どうぞ。３つご質問があったのですよね。 

【伊藤委員】 どこからどこまでやるのか。 

【大江委員長】 それから、どれだけの量を想定されているのかと、図書館のほうで持っている設備、

システムとの関係ですね。つまり、何をお願いするのかというのと、それとの関係でこの予算で大丈

夫なのかということです。 

【図書館】 作業の区分ですが、資料のデジタル化とシステム構築の両方ともお願いしたいと思って

います。ただ、本当に国立国会図書館とかでやっているデジタル化となりますと、カラーレベルを合

わせたりとか、かなり高密度な保存というほうに視点が置かれているものになると、かなり専門的な

話になるのですが、私どもが想定しているものはパーソナルユースのデジタルカメラとかスキャナー

のレベルで撮れるものを想定しています。それでＪＰＥＧなり何なりというデジタル化と、あとはそ

れを公開するためのサイト構築ということを考えております。 

 量に関してですが、今回この２カ年の間で思っているところは、資料選定の話をして、何を取り上

げるかにもよるとは思うのですけれども、今こちらで想定しているものについては、100冊掛ける100

ページで１万コマ、プラス絵はがき・地図等の１枚ものが250から300ぐらいあるのではないかという

ぐらいのものになります。著作権が切れているものとなると、かなり古いものになりますので、それ

ほど数はないと思っています。郷土資料全体の数でいうと、去年の数字でいえば、２万4400ちょっと

ぐらいの点数なのですが、それは神奈川県全部を含めた形の郷土資料となります。その中の茅ヶ崎市

のもの、さらに茅ヶ崎市の中でも著作権の保護期間が切れているようなすごく古いものとなると、300

そこそこの点数ではないかと思っています。ただ、相談していく中でこの資料は必要だとかいう話は

出てくるかと思うので、増減はあるかと思います。 

 あと、デジタル化するための機材に関しては、団体さんの専門性でお持ちのものもあると思います

ので、その範囲内でと思っております。 
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【伊藤委員】 団体が持っていることを前提にしているのですか。ということは、先ほどの仕様で個

人のデジカメでできるレベルと、普通の団体、この手のことをやる業者だったらスキャナーはまとも

にあると思います。そこは応募仕様に、デジカメでもいいレベルだと。 

【大江委員長】 開きにくいような資料であったら、やはり上から撮るようなタイプのスキャナーが

ないとだめですし、そういうものを図書館で持っているか持っていないかで全然コストが違ってくる

わけですよね。 

【図書館】 残念ながらそういった機材は、図書館ではありません。 

【伊藤委員】 業者で300万円で受けられますか。通常、商売でやっているもの、何らかの見積もりを

既にとられているのですか。 

【図書館】 参考としましては、他市の入札に関するものなのですが、撮影枚数５万枚オーバーのも

ので1412万円ですので、それで割り返すと1万枚あたり大体300万円弱ということになるので、２カ年

の枚数でいえば可能と思っております。これは文書館のものなので、かなりの精度を求めているもの

で恐らくこの金額ということになります。 

【大江委員長】 これは撮る機械を持っている専門の事業者であれば、ライティングなども含めて、

資料を一度持ち出してスタジオで撮っていくということができると思いますが、市民団体と一緒に選

定までやるとか、市民団体に期待する機能と、それからそれを実際にデジタル化する機能と、システ

ムを組む機能というのを全部持っている団体というのはちょっと考えにくいというか、協力しないと

できないようなタイプだと思います。ですから、伊藤さんのご質問の「デジタル化する部分は別の業

者に出すのですか」というのは、むしろそうしたほうが効率的にできるということも含めたご意見だ

と思います。そういう意味で、もう少し協働事業の仕様をよくお考えにならないと、うまく対応でき

ないのではないかという懸念を持ちます。 

【森委員】 デジタルに変換する作業に関しては、ある意味力仕事的というか、１枚当たりの単価掛

ける枚数という感じで出ると思います。あと、多分デジタル化して、データベースを構築していく中

でネットワークのところもやるというシステム構築のところでは、そこそこのものを新たにつくると

しても、かなりの金額がかかると思います。そのシステム構築とそういったデジタル化のところとい

うのを、両方兼ね備えているところというのはなかなかないと思います。ですから、例えばシステム

をやっているところがデジタル変換するとか、どこかに委託するとか、そういった形になってしまう

のではないかと思います。システム構築だけでもこの金額というのは厳しいのではないかというのが

実感としてあります。 

【大江委員長】 多分積算が難しかったような雰囲気も感じているので、これから公募に出す前に、

もう一度精査されたほうがいいのではないかという感じです。 

 ほかにご質問・ご意見はいかがでしょうか。では、中川さん。 

【中川委員】 ７番の市民活動団体等に期待する役割の中に、対象資料の選定がありますよね。この

対象資料はどういうものとして選定していくのかというのがこの事業の一番のポイントになると思い

ます。例えば、私はよく図書館本館に行くのですが、あの中にある郷土資料というのは２階スペース

の、かなりきちんと証明書を出さないと中に入れないというような、あのあたりに入っているもので

すよね。 

【図書館】 はい。そこの資料相談室のところに並んでいるもの以外にも地下書庫などに入っている

ものもございますので、そこもあわせて一緒に見ながら、どういう出し方をするかにもよるのですけ

れども、こちらの想定としては、例えば何ポイントかテーマを設けて、それに関する資料はこれだけ
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ありますが、どれにしましょうかというようなことを話し合いながら決めていけたらいいのではない

かと思っております。 

【中川委員】 ですから、だれに見てほしいのかとか、対象とする閲覧したいと思う人たちの層とい

うか、その人たちをある程度想定しながら対象資料を選んでいかないと、すごく専門的なものからあ

りますよね。そういうところをもう少し詰めて提案しないと、一緒に考えますといっても、行政提案

型なのですが、もう少し行政側の意図として郷土資料を広めていくためのポイントを詰めて考えられ

たほうがいいのではないかと思います。 

【図書館】 もっと絞ってもいいということですか。 

【中川委員】 そうしないと、膨大になりますよね。専門的なものも含めて、すごく膨大なものがあ

りますし、しかも２階に行ってもなかなか見せてもらえないような資料もありますよね。 

【大江委員長】 例えば選定するアドホックな委員会みたいなものを、何人かこういうことに詳しい

だろうという人をピックアップしてつくって、それで選定して、選定したものを撮影するのは専門業

者に出して、そしてそれをウェブ上のシステムに組むのもまた別のところに出すというほうがよほど

効率的な感じがするのですが、なぜこれを協働事業として提案されたのか、根本的なところを伺いた

いと思います。 

【図書館】 デジタル化するということについては、説明の中でもありましたとおり、そこまで高精

度のものを求めていない部分がありますので、それに関しては本当に業者さんに委託して、カラーレ

ベルを合わせて専門的な裁断をしなければいけないとか、そういうところまでは想定していないもの

になります。鎌倉などもそうなのですが。 

【大江委員長】 幾つかの事例を聞かれたわけですか。 

【図書館】 実際にデジタル化するに当たって職員がやっているところも結構多いです。それこそ職

員が自分でカメラで撮って、ホームページに登録するというような、そんな感じでやっているので、

イメージとしてはそのくらいです。多分皆さんが思われているのは国立国会図書館ぐらいの規模のこ

とを考えられているかと思うのですが、そこまでのことは考えておりません。 

【伊藤委員】 最初に説明されましたが、デジタル化というところがネックで、要するに写真を撮る

というレベルですよね。ＯＣＲで文字を解読できるというレベルでは考えていないということを強調

しないと、デジタル化というのはそういう意味ではなくて、ＯＣＲで読めるレベルだと思うので、そ

こは考え直したほうがいいと思います。たとえば日米政府のグレードキュメンツのデジタル化の作業

などだと、桁が幾つも違います。どういう問題点が出るかというと、桁の問題だけではなくて、どの

程度の量かによってどの程度のシステムをつくるかというのが大きく違います。日米の最先端のめち

ゃくちゃなお金をつぎ込んでも、結局全部の本、ドキュメンツを入れられません。1000ページなら1000

ページではなくて、そのうちの800ページしか入れられないということが簡単に起きます。写真を撮る

のだと、画像情報を撮るのだとしないと、業者、あるいは団体はわからないと思います。すごく正確

に撮らないとデジタル化はできないはずです。 

【図書館】 委員がおっしゃる画像情報を撮るということに近いと思います。 

【伊藤委員】 そうですね。恐らく今の話を聞いていると、目で読み取れるけれども、機械が読み取

れるレベルではないですよね。そう思うので、そこはすごく差があります。押さえつけたりとか、場

合によっては資料を解体したり、あるいは補正したりとかしなければできません。というのは、この

担当課と団体だけならいいのですが、議員の皆さんや市民の皆さんはこれを見ると期待がすごく別の

ところへ行ってしまうと思いますので、そこまでではないということを強く言わないと、すごく誤解
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が生じると思います。 

【事務局】 事業費につきましては、まず担当課から私ども市民自治のほうに積算をいただいて、私

どもがかわって財政課と協議した結果、このようになっています。担当課からはもう少し高い金額で

当初はいただいたのですが、財政課と折衝する上でネックになったのが、先ほど参考としてほかの自

治体の紹介がありましたけれども、５万枚を1400万円で委託してつくっているということです。そう

すると、割り返すと１枚当たり280円でできるということで、担当課の積算金額だとこの金額より協働

事業でやっている上で高くなるというところが財政課の視点としては高いだろうということです。そ

こで予算が減額されて、おおむね委託した自治体と同じぐらいの金額の規模になっています。２年間

で277万円、１枚当たり277円になるので、大体同じ規模で考えるとこのような金額です。委託だと人

件費はフルコストでかかっていると思うので相当とっているだろうけれども、この金額でおさまって

いるということで、財政課としては２年間でこの金額でお願いしますという意見で上限を設定させて

いただいているという経緯でございます。 

【伊藤委員】 全体のロットが違うのではないですか。印刷経費と同じで、システム開発から入って、

そこで施設備もないところで、全体のロットがそれほどではないとするならば、５万ページというの

を基準にするのは難しいような気がします。 

 とにかく皆さんの期待が大きくなって、これで協働事業を推進してやるのはとても危ないと思うの

で、もう少し抑え込んだ表現にしたほうがいいような気がします。簡単に言って、人件費が150万円、

２年間で300万円ですので、１人専従がいるかいないかというものですよね。その人が撮ることからシ

ステム開発をする、分類をする、利用できるようにするというのはとても低い金額だと思います。 

【大江委員長】 ということで、積算の大枠の部分で、一例なのですが、1400万円で５万枚、１枚280

円が上限というのは、もう少し複数の例があったほうがいいですよね。そういうのも単純に単価に行

ってしまうのではなくて、システム開発のベース部分がどうのというようになっているはずなので、

ちょっと乱暴な積算ではないかという感じがします。 

 要するに、こういう形で提示して、期待されるような応募団体がうまく出ているのかどうかという

ことですよね。そこのフィジビリティーを考えないといけないということだと思います。茅ヶ崎市内

にある事業者でもスキャンしたらどれぐらいかかるか、そういう専門業者がいるはずなので、それを

とってみるとか、少し中身の仕様を分けて積算立てをしてみて、それをまとめて応募してくる団体が

あればそれに越したことはないのですが、ちょっと積算がアバウトではないかという感じがします。 

 ということで、この件についてはよろしいでしょうか。それでは、この事業についての質疑応答は

終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 それで、時間としては予定していた５時まであと７分ぐらいしかないのですが、ここで先ほど事務

局からご説明がありましたように、協働事業として協働効果をさらに高めるために必要と思われる視

点や考え方に関して審議をするということで、時間を少しいただきたいと思います。今までの質疑の

中で随分出たと思うので、そんなに時間は必要ないかと思いますが、一つ一つについて進めていきた

いと思います。 

 それでは、まず最初の「はまかぜ菜園」管理運営事業について、先ほど出ましたこと以外に、協働

効果をさらに高めるために必要と思われる視点や考え方について、ご発言いただきたいと思います。

先ほど大体出尽くしましたかね。では、よろしいですか。 

 では、もう一つのほうについても割と出尽くした感があるのですが、先ほどよりは発言者が少なく
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て、私と伊藤さんぐらいしか発言していなかったので、ほかの人たちはどうでしょうか。繰り返しま

すが、協働効果をさらに高めるために必要と思われる視点や考え方、お気づきの点がありましたらど

うぞ。 

【草野委員】 先ほどはデジタル化の部分だけがメーンに出ていたのですが、協働のメリットのとこ

ろで、資料から新たな魅力を引き出して活用するという視点がイメージとしてわいてきませんでした。

ですから、そこがわくような表現力が少しあったほうがいいような気がします。 

【森委員】 自分も茅ヶ崎に越してきて14～15年になるのですが、やはり地元、郷土の歴史に最近興

味を持つようになりました。そういったところに触れて、どんな世代でも興味を持てるような取りか

かりの部分、システムをつくるに当たって、そういった入り口をつくってあげるとか、そういったと

ころに工夫があれば、実際に図書館に来た人も含めて、来なくてもネットで触れることができる人に

おいても、日々関心を持つような気持ちになると思います。そういった仕組みをシステムの中でつく

っていくというのが必要だと思います。 

【大江委員長】 そうだと思います。しかし、その一方で草野さんがご指摘のように、余りイメージ

がわかないというか、説明の中で100冊掛ける100ページというのが出てきたので、かつ300冊ぐらいあ

る中から著作権が切れているものを選んでという極めて実務的な話になっていて、100冊100ページの

写真を撮るだけという話になると、その100冊をどう選ぶかというところに創意工夫があるというお話

でしたが、余り郷土のことに関心を持つ人がネットでそれを検索して、これはおもしろいねという感

じになかなかならないような、ちょっと魅力に欠けるような、そういう事業の感じを受けました。 

 ここに書いてある「国会図書館」云々という資料的なものをつくるというところにもともとウエー

トがある話で、そこから出発して、でも一方で小学生がそこを検索して夏休みの宿題ができるという

ようにお話が膨らんでいますが、このまま行けば100冊100ページの画像、データベースはほとんどそ

ういう小学生がアクセスするようなものではないですよね。ですから、どこに本当にねらいがあるの

かということを、そして市民が参加することによって、そのねらいが十全に実現できるという話にし

ていかないと、協働事業としてやる意味が余りないのではないかという感じはします。もう少し根本

から考え直していただかないといけないのではないかという感じがします。予算の問題も含めてです

ね。 

【北川委員】 この目的を達成するためだったら、システムはそもそもいるのだろうかと思ってしま

います。単純に先ほど伊藤さんがおっしゃったように、データ化するという作業が結構大変ですが、

裁断してもオーケーということであれば、割と機械的にバンバンできてしまいますし、それだと別に

機械に任せていればいいから、入れる人さえいればいいという。それはだめだと思うのですが、保存

というのがどの程度のものなのかということと、その利用というものを具体的に一応定義づけておく

ということをすると、あとは事業者さん、提案をされる方々の自由な発想で、事前質問だけ受け付け

るようにしておけば、提案も出てくるのではないかとは思いました。逆に写真を撮っていくほうがよ

ほど手間になるような気がします。 

【大江委員長】 それは本当にプロがやったほうがよほど速いですし、設備も持っているわけですよ

ね。それをわざわざ市民にやらせるというのも。 

【伊藤委員】 写真だと、本来的には、１ページ当たり５枚撮らなければいけないはずです。いろい

ろな補正を加えるために。もう一つは文字認識をするためのちゃんとしたものにすると、いわゆる件

名目録をつくる必要はないわけですよね。 

【大江委員長】 ＯＣＲまでは視野に入っていないので、少なくともゆがみがないものを撮るという
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ことですよね。 

【伊藤委員】 ということは、件名をつくらないと何がおさまっているかわからないという別の手間

がかかります。子供が松林について調べたいといっても、それが件名に書いていないと、単なる写真

に東海岸と書いてあるだけでは調べられないわけです。そういうことがわかっていてこれを見ればい

いのですが、そういうことがわからない市民の方々、あるいは議会の方々が見たときに、すごく誤解

すると思います。それはやはり避けたほうがいいと思います。すごく限定的にやらないと。おっしゃ

るとおり、著作権切れの100件の資料ですか。 

【大江委員長】 100冊を100ページですね。 

【伊藤委員】 はっきり言って、余り意味がないと思います。設備がある業者にそのまま出してしま

ってやったほうがいいという気がするくらいです。 

【大江委員長】 だから、僕は300冊から100冊を選ぶ部分については少し知恵が必要だし、地域のこ

とをよく知っている人の意見も必要ならその分だけ知恵を借りればいいのであって、後の写真を撮っ

たりシステムをつくるのは、効率性から考えても市民にやってもらう必要は全くないと思います。 

【秦野委員】 私が聞いていたときに感じたのは、本来の意味は事業内容③にあるのではないかと実

は思いました。要は、デジタル化するというのはあくまで手段であって、それをもとにその資料によ

り興味を持てたりとか、図書館に来館するきっかけになったりとか、本により興味を持てる人をふや

すというところにこの事業の目的を実は置いているのではないかという気がしました。そのためには

多分この協働推進事業に乗せるのが一番なのではないかという趣旨で、今回提案をされたのではない

かという気がしています。 

 ですから、今回のデジタル化に関しても、写真またはスキャンなどのパーソナルユースでいいと、

ふだんなかなか足を運べない人が見られるようにして、来館するきっかけにしたいとしているのでは

ないかと思いました。 

 ただ、そうだとするならば、先ほどの積算の根拠の部分に立ち返るのですが、その部分を今やる余

地というのは、恐らくこの金額だともしかしたら難しいのではないかという気がしますし、現在図書

館でも「本がだいすきプロジェクト」というものを動かしている関係団体との連携なども含めてこう

いう企画運営などがされると思うので、それを行う余地が果たしてこの上限額であるのかというのは、

少し私も疑問に思いました。 

【大江委員長】 図書館の応援団をふやしたいという意図があるという話ですよね。その手段として、

デジタル化して間口を広げるということですね。 

【伊藤委員】 僕は強くデジタル化してほしいと思っていますので、ぜひ応援したいです。ですから、

これを幾つか修正した形にしないと、とても不幸なことになるのではないかと思います。実際の図書

で、平均的な司書が１日10冊の本を登録できると言われていた時代があるわけです。今茅ヶ崎市立図

書館がどうしているかは知りませんが、業者が納入するときに既につくってしまっているから、そう

いう技術がなくなっています。そう考えると、こういう昔の資料をアーカイブ、あるいはデジタル化

するというのは思っているほど簡単ではありません。やはり先ほどの企画の部分にウエートを置くよ

うな感じにしないと、少しピンボケでもいいからいろいろな資料の写真をおさめて、それを幾つかの

企画、だから企画主導でもって始めたほうがいいのではないかと思います。 

【大江委員長】 選定の企画ですね。 

【伊藤委員】 ええ。河童徳利に関する資料を集めるだとか、松林についての資料を集めるとか。 

【大江委員長】 そうすると、事業化へのひとつの提案として、選定と③の図書館を真なる企画事業
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等の企画に絞り込んで協働事業として提案されたらいかがでしょうかと、そしてそれを実際にデジタ

ル化するとか、システムに入れるというところについては、専門事業者に委託を出すという形の仕様

は考えられないのかと、これは一体化でないとどうしてもできない事業なのかどうかということを当

委員会としては疑問に思うので、ご検討いただけないかということでいかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 では、この件についてはこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 次に、その他になりますが、事務局のほうからご説明をお願いします。 

【事務局】 それでは、その他につきまして、まず本年度の当委員会の年間スケジュールについて、

資料４を使って説明申し上げます。Ａ３横長の資料でございます。上段のグレーの部分が当委員会の

本年度の流れでございます。 

 ６月の③を見ていただきますと、こちらには「アイデア提案」と書いてしまっておりますが、アイ

デア提案は次回でございまして、６月13日は公募のテーマについてでございます。 

 次回は７月中旬に④のアイデア提案の評価についてを予定しております。 

 その後、11月まで飛びまして、５回目は11月上旬、協働推進事業の提案の確認と事前質問の検討、

６回目が12月２日を予定しておりますが、協働推進事業の採択を決める公開プレゼンテーション、７

回目が同じくプレゼンテーションをいただいたものの評価会議、８回目は２月になりまして、２月の

上旬に市民活動げんき基金補助事業の提案の確認、９回目がこちらも３月17日を予定しておりますが、

げんき基金の公開プレゼンテーション、10回目が同じく評価会議ということで、このように全10回を

予定しております。 

 グレーの下の段は、協働推進事業の流れでございます。５月を見ていただきますと、平成30年度実

施の行政提案型テーマの募集を庁内で行いまして、公募テーマの庁議は７月を予定しております。公

募の開始を８月から実施しまして、10月の後半に企画提案の締め切りという流れでございます。 

 あわせて市民提案型についても、10月20日を予定しておりますが、企画提案を締め切りまして、12

月２日にプレゼンテーションというような流れでございます。 

 一番下の市民活動推進補助事業、げんき基金でございますが、12月を見ていただきますと、平成30

年度に実施する事業募集の説明会と公募、３月に平成30年度実施事業の公開プレゼンテーションと選

考、こちらのほうを大きな流れとして予定しております。 

 平成29年度の流れといたしましては以上でございます。 

 続きまして、もう一件事務局から皆さんにお諮りしたいことといたしまして、市民活動サポートセ

ンタースタッフのオブザーバーとしての当委員会への参加についてでございます。 

 昨年来、協働推進事業や市民活動げんき基金の制度をご審議いただく際、皆様からたびたび市民活

動サポートセンターからの団体に対する支援について、コメントをいただいておりました。また、市

民活動サポートセンターからも、当委員会にて、審議されている内容や、事業の評価に係るポイント

などについて、審議を傍聴して理解を高めたいとのご意見をいただいているところでございます。 

 このたび事務局からお諮りしたいことは、市民活動サポートセンタースタッフのオブザーバーとし

ての当委員会への参加についてでございます。傍聴可能な会議のほかに、非公開としている各事業の

評価の部分につきましても傍聴できるようにご配慮いただければと思います。 

 非公開の部分も含め、傍聴していただく際にはルールといたしまして、審議には加わらないこと、

自団体の提案に関する評価の際は退出していただくこと、この会議で知り得た情報を外部に提供しな

いなどのルールを遵守していただくことを前提とさせていただきたいと思っております。 
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 このことにつきまして、この場でご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

【大江委員長】 前回の評価のところでも意見交換がございましたように、市民活動サポートセンタ

ーの役割に期待するところが大きいということで、この会議にオブザーバーとして出席していただい

てはどうかという案が出ているわけです。いろいろな角度からご意見をいただければと思います。 

 まず、それはよくないのではないかという反対意見があれば、伺いたいと思います。というのは、

基本的には賛成ではないかという感じがしているのですが、こういう点でまずいのではないかという

ようなお気づきの点があれば、ご指摘いただければと思います。プラスのご意見はいろいろあると思

いますが、よろしいですか。 

 私が気になっているのは、きょうの初めにやりました茅ヶ崎市市民活動推進委員会の規則がござい

ますね。この規則の中にオブザーバーについての項目はないわけですよね。特に審査の過程等につい

てもオブザーバーとして参加ということなので、委員に求められている守秘義務等があると思うので

すが、それに準ずるものとしてオブザーバーについても規則の中に書き込んだほうがいいと思います。

そういう形で、それを読み返した上でオブザーバーとしての参加をお認めするということではどうか

と思います。よろしいでしょうか。 

 では、参加することをお認めするという方向で、具体的には次回にでも規則についての案をつくっ

ていただいて、規則の決定というのはどうなっていくのですか。 

【事務局】 規則改正を伴うかどうかというところで、参考資料でお配りした市民活動推進委員会規

則の６条に意見の聴取等というところがございまして、「会議に関係者の出席を求めることができる」

とあるので、この辺でどの程度読めるか、法務の担当と調整させていただいて、必要があったら規則

改正という手続になります。 

【大江委員長】 改正手続は議会に関係するのですか。 

【事務局】 規則自体は、議会には諮りません。ただ、庁内では意思決定をする必要がございます。

そこの部分を含めまして、委員会規則につきましては庁内すべての委員会で規則を持っており、そこ

との整合もございますので、法務のほうに確認しながら調整させていただきたいと思います。 

【大江委員長】 わかりました。では、明示的に書くか書かないか、６条で読めるのだったら読める

という範囲でいいということも含めて、行政的ないいぐあいがあるのでしょうから、このまま行くと

いうことも含め、案を考えてくださればと思います。 

【伊藤委員】 前向きな提案なのですが、10条の、要するに委員長が諮って決めていいという部分と、

６条の準用ということで、決まるまでは、あるいはうまくいかない場合はそれをずっと準用して、毎

回議決を採るなり諮るなりして、基本的にサポートセンターの出席を非公開会議でずっと求めていく

という形で進めたほうがいいのではないでしょうか。 

【大江委員長】 というご指摘がございましたが、多分きょうこれでお認めしますと結論を出した場

合に、この10条にのっとって委員会の運営に関しては２項の規定により議事録に残すということでよ

ろしいですか。要するに、オブザーバーとしての行動規範はどういうものであるかということを明確

にしていただいて、それを遵守していただくということだと思います。 

 それでは、とりあえずこの10条で読めるということで、お認めするということを結論にしたいと思

います。ありがとうございました。 

 その他ございますか。 

【事務局】 次回の日程についてでございますが、事務局としては７月18日火曜日の15時からこちら

の会場を準備しておりますが、皆様のご都合をお聞かせ願えればと思います。 
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【大江委員長】 いかがでしょうか。７月18日火曜日の午後３時からです。何とかご都合はつきます

か。 

【椎野委員】 時間は何時でしょうか。 

【大江委員長】 きょうと同じ午後３時からです。 

【椎野委員】 イーパーツという事業がございまして、そちらのほうの審査会が、これは県内の全部

のサポートセンターが入っているのですけれども、関係するのは私だけですから結構です。 

【大江委員長】 その時間帯は重なっているのですか。 

【椎野委員】 多分１日だと思います。 

【大江委員長】 それはどこでやるのですか。 

【椎野委員】 藤沢です。 

【大江委員長】 翌19日は、会場はとれないのですか。 

【事務局】 会場の都合がつくかどうか、調査してみます。19日でしたら、皆さんのご都合はいかが

ですか。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。19日のご都合が悪い方は。 

【椎野委員】 大丈夫です。 

【事務局】 では、会場のほうを調整して、皆さんにご連絡します。 

【大江委員長】 では、決定しましたらメールということで。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 それでは、その他なければ、本日の審議を終了いたしますが、よろしいでしょうか。 

【事務局】 本日の議事録の署名だけお願いします。 

【大江委員長】 私と、それから私が指名するのですか。 

【事務局】 秦野委員。 

【大江委員長】 秦野委員ということで、よろしくお願いします。 

 それでは、きょうも長時間にわたりましたが、どうもご協力をありがとうございました。これから

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                            委員長署名  大江 守之       

 

                                            委員署名   秦野 拓也       


