栗東市民ネットワーク会派研修報告

会派研修報告書
と き：平成２７年１１月１２日（木）〜１３日（金）
ところ：①パシフィコ横浜・②美浦村議会

「公共施設」としての図書館とは
〜「地方創生」と「公民連携」の視点から考える〜
【プログラム：１１月１２日（木）
】
13:00〜
13:10〜
13:30〜
14:30〜
15:20〜
17:00〜

開会
ナビゲーション：「縮充」による公共施設の再構築
講師：東洋大学客員教授 南 学 氏
「地方創生」最前線〜図書館は「まち・ひと・しごと創生」の核となり得るのか
講師：岩手県柴波町生活部部長 佐藤勇悦 氏
「公民連携」最前線〜大阪城方式が問いかけるもの
講師：東洋大学客員教授 南 学 氏
「行革」の地域経済学〜指定管理者制度の地域への波及効果を例に
講師：岐阜県高山市図書館長 打保秀一 氏
閉会

Ⅰ．研修の目的
高度成長期以降に整備された公共
施設等が一斉に老朽化、これに人口
減少局面でどう対応していくかは、
これからの日本社会が抱える大きな
課題でもあり、栗東市としても中央
公民館の建て替えをはじめ、「公共
施設等総合管理計画」の策定が進め
られている。
また、そうした公共施設が依って
立つ地域社会そのものの持続性確保
に向けて、今まさに地域創生として
「まち・ひと・しごと創生」が提示され、地域資源を活かしつつ、地方にしごとをつく
り、地方への新しいひとの流れをつくり、時代に合った地域をつくる取り組みが開始さ
れようとしている。
そのような状況の中、横浜市で開かれた第１７回図書館総合展の中での基調講演が、
「図書館」という公共施設から考えた地域創生や地域との連携の事例を交えた講演であ
ったことから、当市における「公共施設」と「地域創生」との連携をいかにしていくか
のヒントを得るために受講した。
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Ⅱ．講義の内容
◆「地方創生」最前線〜図書館は「まち・ひと・仕事創生」の核となり得るのか
講師：岩手県柴波町生活部部長 佐藤勇悦 氏

（１） 岩手県紫波町
人 口 33,696 人（H17.3 月末時点）
世帯数 11,604 世帯
面 積 238.98k ㎡
歳出決算額 134 億円（H25 年度）
財政力指数 0.40（H25 年度）
実質公債費比率 11.5％（H25 年度）
（２）塩漬け公共用地の活用
平成 10 年 7 月に中央駅前で雪捨て場とな
っていた 10.7ha を農家から 6,000 円／㎡で
購入し、岩手県住宅供給公社に 20,000 円／
㎡で造成を依頼し、駅前開発を始める。
「オガールプロジェクト」と呼ばれる補
助金に頼らない公民連携による地域活性化計
画で、駅前の町有地（10.7ha）を中心に、ホ
テルやバレーボール専用体育館、図書館、カ
フェ、産直マルシェなどが入居する施設を相
次いでオープン。年間 80 万人が訪れるよう
になっている。

紫波町

（３）図書館や産直マルシェが入る「オガールプラザ」
オガールプラザは、延べ面積5800平方メー
トルの2階建て建築（紫波町産の木材使用）
１階中央には、中核施設となる紫波町図書
館がある。紫波町はフルーツやもち米の生産
地として知られ、農業が基幹産業。
そのため図書館では、さまざまな農業支援
を展開している。農業に関する書籍をそろえ
るほか、農業専門データベース「ルーラル電
子図書館」の利用促進、農業にまつわるトー
クイベントなどを実施。住民や農家の新たな ▲地元産材を使用し広々とした明るい図書館
コミュニティの場として、機能し始めてい
る。
また、図書館に隣接するのは、「紫波マル
シェ」。ここは、その日の朝に採られた新鮮
な野菜をはじめ、ソーセージやベーコンとい
った畜産加工品、三陸産の魚介類、スイーツ
などが並ぶ市場。図書館も販売に協力してい
るところがユニーク。食材に図書館おすすめ
の料理本の紹介 POP を設置している。
オガールプラザの入居率は 100%。しか
も、民間テナントはほぼ県内事業者が占めて ▲図書館に隣接した紫波マルシェ
いる。そのオープンに先がけて、2011 年 4
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月には岩手県サッカー協会が運営する「岩手県フットボールセンター」が盛岡市
からオガールプラザ近くに移転。オガールプラザと合わせて、2012 年は目標 30
万人の 2 倍以上にあたる 70 万人が訪れ、黒字を達成した。70 万人のうち町外の
訪問客も多かったという。
2013 年も 80 万人とさらに集客力を高めている。
（４）日本初バレーボール専用体育館を備えた「オガールベース」
日本初というバレーボール専用体育館「オガールアリーナ」で、オリンピック
やワールドカップといった世界的な大会で採用されている床材を用いたトレーニ
ング施設。アリーナには、宿泊施設である「オガールイン」が隣接し、ビジネス
や観光の拠点として宿泊できるホテルだが、合宿用のドミトリーも設置。
（５）オガールプラザと従来の公共事業との違い
オガールプラザとオガールベースを両輪に、公民連携による「オガールプロジ
ェクト」。「オガール」とは、フランス語で「駅」を意味する「Gare」（ガー
ル）と紫波の方言で「成長」を意味する「おがる」を合わせて名付けられた。
このプロジェクトは、紫波町が2009年に策定した「紫波町公民連携基本計画」
に基づいて進められている。
基本計画によると、紫波町が抱える課題として、若い世代の人口流出や商店街
地区の活性化、子育てしやすい環境、雇用の確保などが指摘され、解決策として
新たな町づくりが提言された。そして、計画を実施する上で導入されたのが、
「公民連携手法」だった。
例えば、補助金を10億円確保できたら、10億円をフルに使い、その後のランニ
ンコストを考えず、稼働率の見積もりも甘いまま、空きテナントが目立つ立派な
施設を建設するのがこれまで多くみられた公共事業の失敗だった。
しかし、オガールプラザはスタートから違っていた。
まずテナントを固めてから、建物の規模や建設費用を算出した。建設費用のコ
ストカットのため、特別目的会社がオガールプラザを約 11 億円で建設。その
後、公共施設部分を紫波町に売却した。売却した費用以外は、東北銀行の融資や
町と政府系金融機関の出資で賄った。補助金に頼らないという理念のもと始まっ
た事業。
◆「公民連携」最前線〜大阪城方式が問いかけるもの
〜公共施設としての図書館・指定管理者制度で活性化できる〜
講師：東洋大学客員教授

南 学 氏

（１）公務員制度の限界から始まった「委託」と「指定管理者制度」
昭和３８年当時は、地方自治法改正で「公の施設」という概念が生まれ、公共
施設すべての管理運営は、公共団体及び公共的団体しか担えなかった。
平成３年になり、地方自治法改正で「公の施設」の管理運営が、地方公共団体
の出資法人でも可能になり、利用料金制の規定も整備された。
さらに、平成１５年の地方自治法改正で「指定管理者制度」の導入につながっ
た。
（２）指定管理者制度と委託は別物
業務委託との区別として、業務委託は一部を仕様書で委託する「契約行為」
であるが、指定管理者制度の場合、管理運営を協定書により委託する。
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（３）注目される大阪での新事例
大阪市は天守閣を含めた大阪城公園全体を
管理・運営するパークマネジメント事業を指
定管理に。
この場合、通常の指定管理者制度と違って
委託費は払わず、事業者がリスクを負って運
営し、利益の一部を市に納める仕組みとす
る。民間のノウハウを生かし、歴史観光拠点
として公園の魅力を高める。
西の丸庭園なども含む105ヘクタールの公
園全体が対象。応募者には旧大阪市立博物館 ▲指定管理により管理されている大阪城天守閣
など既存施設の活用、森ノ宮駅前と大阪城公
園駅前での新施設整備、新たなイベントなどについて提案を求める。
「民間にできることは民間に」という橋下徹市長の方針のもと、大阪市は大阪
城公園の管理を企業やＮＰＯ法人に委ねる改正市公園条例を制定。
自治体が公園の管理を民間に委ねるのは全国的な流れだが、管理料を払わず
自助努力に任せるのは「かなり珍しい」という。
大阪城の天守閣は現在、大阪市の関係団体が管理する。２０１２年度は延べ
１５１万人が来場して約１億８９００万円の収益があり、約１億３６００万円が
市に納付された。
一方、市が直接管理している天守閣を除くエリアは、１１年度の維持管理費
が約２億４７００万円。駐車場などの使用料収入は約１億４５００万円にとどま
り、１億円余りの赤字を税金で埋めたことになる。
◆「行革」の地域経済学〜指定管理者制度の地域への波及効果を例に
講師：岐阜県高山市図書館長

打保秀一 氏

（１）指定管理者制度の目的
多様化する住民ニーズ似寄り効果的、効率的
に対応流ため公の施設の管理に民間の能力を
活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも
に、経費の節減等を図ること。
（２）岐阜県高山市の図書館の事例から見る
①日本一広い都市全域への図書館サービス
・合併協議で図書館未設置の支所地域まで
９分館を設置。
・分館を情報センターとして位置付け、各
地域の支所、公民館、児童センター、集
会ホール等と順次統合・複合化しリニュ
ーアル整備。

▲高山市図書館「煥章館」 明治初期に当地に建
てられた「煥章学校」をイメージとして平成１６
年に設計、建築された。

②波及効果の考察
・市内事業所の労働条件等の実態把握により行政基礎資料とするため、７００事
業所を無作為抽出しアンケート調査の実施。（回収率 30.9％）
③雇用への波及効果（自治体視点）
・雇用問題は重要 → 図書館の指定管理者募集要項で指定管理者に地元住民の
雇用を求める。結果、本館・分館合わせた全職員４９名
が市内在住者に。
pg. 4

栗東市民ネットワーク会派研修報告

→

年間３４３日、毎日１２時間営業のため、シフト勤務が
不可欠。結果、業務上多くの人員配置が必要に。

④雇用への波及効果（働く者としての視点）
・多様な観点から職場を選択
→ 図書館の賃金は時間給制が基本。単価も平均的。勤務体
制不規則。反面、労働時間は少ない、有給休暇取得しや
すい、週休２日制の完全実施など全国水準の雇用制度が
整備。結果、求人では高い倍率の応募（１０倍）
→ 選択幅のある魅力ある職場が提供できていることの
裏返し。
⑤雇用への波及効果（指定管理者としての視点）
・市場メカニズムによる採算性のもと、業務に支障の出ない人員を配置でき、人
材を確保できるかが最優先の課題。費用対効果を考えた効率的な管理運営が求
められる。→ 人材は、量、質ともに確保できているという波及効果あり。
⑥地域経済への影響
・職員全員が地元であることから、地元還元率経費は高く、図書購入は、地元書
店が組織する協会から購入。これも地元還元経費につながる。さらには、運搬通
信費、水道料、庁舎燃料費、電気料も地元還元経費として算定できる。
→ 平成２５年度決算額に対し、地元還元経費の割合は、８８.５％に。
⑦自治体財政への影響
・指定管理者に雇用される者（図書館職員）全員が地元高山市のため、市民税等
が、雇用されている限り賦課される。
・指定管理者の事業主負担分が、自治体の管理運営でないから不要。
⑧これからの指定管理者制度における視点
・税収確保の観点から見ると、指定管理者制度は一種の企業誘致ともいえる。
・公募の際、地元企業等として営業所の登録、事務所設置を求めていく。
→ 迅速な対応と税収確保の効果がある。
・経費について、間接経費である総務、財務、人事など組織維持費用を自治体で
は、通常事業費と区分し施設の間接経費を按分して経費に含めないが、指定管理
者は間接経費、利益を経費計算している。
・指定管理者には、指定管理者の持つノウハウ活用により、市民サービスの向上
と経費の圧縮・効率化の両方を求める。

【講習を終えて】
４時間という長時間にわたる講演であったが、「図書館」という公共施設を、地域資源とし
て自治体だけではなく、地域との連携や民間企業との連携によりうまく活用されている事例を
目の当たりにし、「図書館は指定管理には馴染まない」と言った論調にこれまで同調していた
部分もあるが、今後、違った視点から指定管理制度を考える上でのヒントをもらえた。
また、図書館を核としたまちづくりについては、同感するところも多く、そのことをどう栗
東市の図書館の運営や活用に生かしていけるのか。考えるいい機会となった。
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タブレット議場に
〜紙代節約へ本格導入〜
【プログラム：１１月１３日（金）
】
13:30〜

16:00〜

美浦村議会タブレット端末利用促進検討委員会より説明
委員長：飯田洋司 議員・副委員長：山崎幸子 議員・委員：岡沢
議会事務局：木鉛昌夫事務局長・糸賀一志主任
終了

清 議員

Ⅰ．研修の目的
当会派としては、議会改革の一環として、以前から議会運営の ICT 化を促進することによ
り、ペーパレス化の推進、情報の共有化が図られるとして、活動しているが、今回、栗東ト
レセンと同様にＪＲＡ美浦トレーニングセンターのある茨城県稲敷郡美浦村にある「美浦村
議会」のタブレット活用による議会運営が話題になっていることから、先進事例を学ぶため
に研修に伺った。

Ⅱ．研修の内容
（１）茨城県稲敷郡美浦村
人口

16,550 人
（H17.4 月末時点）
面積 66.61K ㎡
財政 ５８億円
（H27 当初）

美浦村

（２）タブレット導入の
背景と目的
美浦村では、住民と協働によるまち
づくりの施策の一つに、平成 22 年度か
ら 5 年かけてＩＣＴ機器の導入と活用
を段階的に進めていくというＩＣＴ機
器の導入と利活用の推進計画がある。
これに基づき、教育委員会ではＩＣ
Ｔ機器を学校教育に導入し教育効果を
あげることを目的に、木原小学校、大
谷小学校、安中小学校の 3 つの小学校

▲美浦村役場正面

すべてに先端的なＩＣＴ機器を整備。
4 年生以上の児童全員に一人 1 台のタブレットパソコンと全てのクラスに電子黒
板を整備が完了。
一方行政では、東日本大震災時に住民への情報伝達に課題を残したことから、それ
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を解決し、住民の安全と安心を
確保する手法として、「災害に
強い情報連携システム」を目指
し、防災・防犯ポータルサイト
の構築と役場と 16 カ所の各避
難所を 4．9GHz 帯の無線ネット
ワークにより結び、避難所に住
民向けの WiFi スポットと IP 電
話を設置。これにより、平常時
はもとより災害時でも迅速か
つ確実に正確な情報提供を住

▲タブレット導入について、促進委員会の議員さんから説明を受ける。

民に伝達することが可能とな
った。
また、避難者支援の先導的立場である議会においても、iPad を導入し、それを利
活用することで、非常時にはその状況を的確に把握し、速やかに対策に着手できるよ
う、議員が平常時から執行部と濃密かつ即時性をもった情報共有ができるよう環境
を整備し、iPad を利活用したペーパレス会議システムを導入。
これまで会議で使われていた紙資料を電子化して iPad で参照することで資料の準
備、保管等で効率化を図り、生産性の高い会議の遂行を目的としてる。
導入には、全庁舎に「行政 Wi－Fi」を整備することについては、ＫＤＤＩ社の協
力により、それを実現。
（３）整備内容
◯タブレット端末

→

iPad Air 16GM LTE ４２台
・議員、村長、教育長、部長、課長、議会事務局
企画財政課担当職員

◯モバイルＶＰＮ

→

端末認証及びユーザー認証の併用により、どこからでも安
全に庁内のサーバーにアクセスできるシステム

◯グループウェア

→

スケジュウール管理、メール、掲示板を使い、庁内の連絡
や情報の共有化、一般質問の通告、議会議事録システムの
閲覧などが使用可能に。

◯庁内アクセスポイント

→

２３カ所

（４）整備費用等
総事業費

→

６００万円（うち iPad＝１９０万円）
端末機器（当初２５台）・サーバー機器・ソフトウェア等の購入及
び設置にかかる費用
運用費（議会分） → ８４６千円（１年間の回線・保守等運用に関する経費）
※タブレット端末は、無償貸与、通信料は全額公費負担
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（５）導入までの経過
平成２５年 ６月
平成２５年１０月
平成２６年 ６月
平成２７年 ６月
平成２７年 ８月

全議員に iPad 配布 → ベンダーによる講習会を３回実施
第１回タブレット利用促進検討委員会開催（３回開催）
タブレット端末を各課長に配布（１７台）・・・紙との併用
本会議など完全ペーパレス化
本会議場に電子黒板２台を設置

（６）導入による効果
・議員への通知、連絡の迅速化
・議員、事務局、執行部の情報共有による議会活動の円滑化
・銀同士のコミュニケーションツールの強化
・災害時など、地域住民への情報伝達手段として使用可能
・コスト削減
（７）導入後の課題
・タブレット端末の操作説明や不具合時の支
援対応
・パーパレス会議システムの運用
・ファイルの共有
・タブレット端末の入れ替え時期
・ＳＮＳの管理

▲美浦村議会の議会だよりの表紙にタブレット
導入の様子が掲載されている。
▲村議会の本会議場で記念写真

【研修を終えて】
まず最初に、美浦村議会の温かい歓迎には心から感謝したい。
今回の研修は、栗東市の議会改革の項目にも上がっている「議会のＩＣＴ化」についてであ
るが、今回の先進事例を研修させていただき、まず、時代的な必要性と緊急性、そして何より
防災対策としての必要性を感じた。特に当議会の防災対応方針の早急な見直しの必要性を感じ
た。また、高度情報化社会においては、議会および議員も旧態依然のままの姿勢ではなく、い
かに時代に適応していくかの適応力も求められてくる。議会改革の単なるお題ではなく、実現
に向けた真の取り組みが重要であることも感じた。
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