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常滑市議会 文教厚生委員会 視察報告

１．日 程 平成 29 年 11 月８日（水）～11 月９日（木）

２．視察先 及び 調査項目

（１）千葉県 佐倉市

・学校のプールの運営について

（２）千葉県 八千代市

・八千代市立中央図書館と託児サービスについて

（３）東京都 千代田区

・千代田図書館について

３．参加者

委員長 伊奈利信 副委員長 加藤代史子

委 員 稲葉民治、成田勝之、川原和敏（議長） （随行）事務局 井上理咲子

４．視察内容

（１）千葉県 佐倉市

・学校のプールの運営について

小中学校のプールにかかる維持管理費を抑える目的で、学校のプールを撤廃し、民間のス

イミングスクールで水泳の授業を行う公民が連携した取り組みを視察した。

学校プール施設の老朽化による更新、維持管理にかかる費用を長期間で試算し、実施に踏

み切った。

民間スイミングスクールのプールを一定期間の午前中に使用し、子供たちはスイミングス

クールのバスで移動する。

天候に左右されないこと、専門的な指導により泳力が上がること、危険監視が充実し安全
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性が向上するなどメリットは大きい。

◎常滑市への反映

学校プールの修繕、更新等にかかる維持管理費と統廃合による総合的な経費を試算し、子

供たちへの影響を重要視しつつ、より効率的かつ効果的な計画をされたい。

◎個人の所感

（伊奈利信委員）

民間との連携による運営は合理的かつ効果的な取り組みだった。

学校プールの維持管理費と民間への委託料を比較しても十分な利があると感じた。

細かい経費を試算する必要があると感じた。

民間の指導者により子供たちの泳力も向上すること、また専門的な視点から注意し、授業

を進められ安全性も高まることがメリットだと感じた。

屋内であるため、天候に左右されない点、水質管理の点でもメリットは大きい。

廃止した学校プールの跡地は、きれいに整地し、有効活用されていた。

常滑市の場合は、民間のスイミングスクールがないので、市営の温水プールを使用するし

かないと思う。

課題は子供たちの輸送に関する時間やバスの確保、経費などであると考える。

（加藤代史子委員）

民間の事業者を使ってのプール使用は大変よいと思った。特に今、水泳指導が教師の負担

になっているという話も聞いたことがある。民間の水泳指導は先生にとっても、児童にとっ

ても大変よい。

民間がバスの送迎も負担しているのがよかった。

今後も使用する学校が少し増えると言っていたが、学校にとっても、プールの維持管理を

しなくていいのはとてもよいと思った。
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本市には民間の業者がいないのでとても残念であるが、温水プールの利用により少しでも

プールを減らし、維持コストを下げる必要がある。本市の早期対応策をお願いしたい。

（稲葉民治委員）

プールの施設の老朽化により不具合が生じたことをきっかけに平成 24 年ごろに検討を開始。

プールがなくなるというと地元からの意見が多く寄せられた。最初は佐倉小学校、次に西志

津小学校。当初は苦労があったが現在はスムーズに事業が行われている。

取り壊して新しいプールを建てるのか、あるいは民間委託するのかという試算を行い、総

合的には民間委託のほうが長期的にはよかったので民間委託に舵を切った。教育効果の維持

向上・児童生徒の安全・生命の確保が主な目的である。

今後の利用拡大としては契約満期後費用がかかり、ほかの授業の時間の確保、児童生徒の

体力的な問題、時期によっては戻った後の授業を行う中で体調不良を起こすことも考えられ

る。よって現在委託しているスイミングスクールに委託をするという条件ではあと２校くら

いではないか。

佐倉市内にはほかに複数のスイミングスクールがあり、市外にもスイミングスクールがあ

るが、現在委託をしているスイミングスクールと同じ条件で受け入れられる状況は整わない。

小中学校のプールを共用することや２カ所ある市営のプールが利用できないか現在検討して

いる。

現在委託しているスイミングスクールは、該当する小学校から移動距離・時間はおおむね

６キロメートル・20 分程度であり、往復しても小学校の 45 分という授業時間に沿っている。

中で活動できる制約においてもかなり融通が利く。

一般の利用者からの苦情については、委託しているスイミングスクールではメインプール

とサブプールがあり授業はメインプールで行い、一般の利用者はその時間帯はサブプールを

利用しているので苦情はない。

移動時間の捻出とバスの移動について、往復で１授業時間、プールの中に入って水泳の授
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業（着替えを含む）を２授業時間で、一回のプール授業を３授業時間での対応、移動時間の

１時間は年間カリキュラムの中で生じる余剰時間で対応している。その関係で各教科におけ

る指導要領の下限時間を下回ってしまうことはない。

（成田勝之委員）

この事業を受けてくれる民間事業者を探すことが一番大変だと感じた。

プールの授業を行う際に支障のない時間帯がとれる民間事業者があるかどうか、また、そ

の際に人員確保ができるか、非常にハードルが高いと感じた。

ただ、一方で 学校間のプールの集約は可能性があるかもしれないと思った。

（川原和敏委員）

水泳授業は担任の先生に加え、スイミングスクールのコーチが指導に当たり、子供たちの

泳力の向上や授業の安全性も高まること、天候に左右されず安定した水泳授業が可能となる

ことなどがメリットだと感じた。

常滑市の学校プール施設については、詳細な試算をもとに市営温水プールの使用や地域で

の集約化の実現に向け、慎重に検討されたい。
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（２）千葉県 八千代市

・八千代市立中央図書館と託児サービスについて

民間（指定管理者）の提案を生かした図書館施設の運営を視察した。「学び・憩い・集

い・情報の場」をコンセプトに指定管理者からの提案を多く取り入れ運営されている。託児

サービスは多くの子育て世代の市民に利用され有意義なシステムであった。

◎常滑市への反映

現在、公共施設全般の今後のあり方を検討しているところであるが、図書施設については

広く市民が利用する重要な場所であるため、施設の更新、統合、複合化の検討は慎重にされ

たい。多くの市民が利用しやすく、気軽に集える場として計画されたい。また、子育て支援

の拠点としても検討されたい。

◎個人の所感

（伊奈利信委員）

施設は新しく立派だった。

市民、団体によるギャラリー（展示等）や教室など活発に開催され、市民、地域へ開放さ

れた「交流の場」「憩いの場」という印象を受けた。

図書の貸し出しなどの運営は利用者のことを考えた配置、システムであった。

託児サービスは利用条件はあるが、多くの人に利用されており、有意義なシステムと感じ

た。

学習スペースが充実していた。

駐車場料金については、無料化にするよう多くの声が寄せられていた。

行く行くは子育て支援の拠点にという考えがあり、幅広い世代に利用してもらえる施設を

目指していた。

利用者の目線で考えられた指定管理者（民間）提案によるものが多くあり、民間ならでは

といった発想だった。
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常滑市の図書館施設について、建てかえ、統合、廃止、複合化など今後の動向は、民間の

持つ知恵やノウハウを十分に生かし、利用する市民のための施設となるようお願いしたい。

（加藤代史子委員）

託児サービスを無料で行っているのは大変よいと思った。本を通して少しでもリラックス

してもらい、また子供自身に図書館を認識させることはとてもよいと思った。

図書館自体とてもすばらしく、常滑市にもこんな素敵な図書館が欲しいと思った。

駐車場が有料であることは返却するだけの人にとって、大変負担になっていると思うので、

早急な対応が必要だと感じた。

文化都市として、常滑市の規模にあった図書館整備を早急にしなければならないと思った。

（稲葉民治委員）

託児サービスは館内に 10 時から 14 時までの間３名の保育士が常駐し、昨年度は１日平均

15 名の利用があった。今後サービスを増やす予定はない。利用時間を１時間と決めた理由は

できるだけ多くの人に利用してもらいたいためである。保育ではなく託児サービスとして

行っている。

図書館をつくる設計段階では託児サービスの想定はなかった。指定管理者を募集するに当

たって「中央図書館」は生涯学習の拠点として「学び・憩い・集い・情報の場」をコンセプ

トとし、豊富な資料や情報の中で、滞在型の読書や学習を行うことができるよう数多くの閲

覧席や学習室を配置し、その中で子供が安心して楽しく過ごせる子供テラスやホットコー

ナーや学生のグループ学習に適したティーンズコーナーなどの配置から、ＴＲＣより「託児

サービス」の提案があった。ここで保育を受けた子供たちが大きくなっていく中で、図書館

に対する垣根が低くなり、今後ずっと図書館に来て、その子供たちが大人になったときに、

自分たちの子供が利用してくれるようつながっていければよい。

市立図書館サービス計画で重要視したポイントは、基本理念としての「地域に根ざした

サービスを行う市民にやさしい図書館」を実現するため、「生涯学習の拠点」・「課題解決
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を支援する」・「まちづくりの拠点」・「市民にやさしい」の４つを基本目標としているこ

とである。

図書館内の音とアロマは滞在型の図書館の価値機能として提案してできた。

中学生・高校生の利用が多い。定期テストのときは利用者数が１日 2,500 人であった。

（成田勝之委員）

わずかな時間であっても子育て中のお母さん方には託児サービスは本当にありがたいこと

だということがよくわかった。

有料の駐車場が県管理であり、実情と合っていない上に料金を是正できないというところ

が気になった。

大変立派な施設であるが、例えば対面朗読室のような 実際には使われたことがないけれ

ども、ないと福祉サービス上、存在理由が成り立たないような設備について、どのような位

置づけにするのかよく考えなければいけないと思った。

常滑市において、今後図書館単独での建てかえは非常に資金面で厳しいと改めて感じた。

また、施設的に満足のいくものを考えすぎてしまうと最終的には過剰な施設・設備となって

しまうので使われ方やコンセプトをしっかりと練り上げる必要があると感じた。

（川原和敏委員）

市民団体によるギャラリー（展示等）や体験教室など活発に開催され、地域へ開放された

交流の場・憩いの場という印象を受けた。

今後の常滑市の図書館施設については、使われ方やコンセプトをしっかりと練り上げ、民

間からの提案を十分に生かし、利用する市民のための施設となるよう計画されたい。
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（３）東京都 千代田区

・千代田図書館について

庁舎と複合化された図書館施設を視察した。立地的にビジネスマンにも多く利用されてい

た。個別スペース、学習スペースが広く配置されていた。館内のレイアウトも利用目的に分

かれ、利用しやすいと感じた。

◎常滑市への反映

市庁舎と図書館施設の複合化について本来の図書館施設の機能に合わせ、市民が集うコ

ミュニティの場として利活用できるよう、施設のあり方を検討されたい。

◎個人の所感

（伊奈利信委員）

庁舎との複合化の施設で、利用者にとって利用しやすい施設だと感じた。

複合化による利点は維持管理費の縮減だけでなく、利用する市民の利便性の面でも有益で

あると感じた。

常滑市においても、本来の図書館施設の機能に合わせ、さらに市民が集うコミュニティの

場としての利活用を考えてもらいたい。

（加藤代史子委員）

庁舎内の図書館ということだったが、やはりこじんまりとした図書館になっていた。

今図書館に求められているものは多岐にわたっているので、スペースの問題は大きいと

思った。しかし財政状況を考えれば、市庁舎内の複合として図書館を設置することもやむな

しと思った。

配置をしっかり考え、市民に喜んでもらえる図書館について、今後も調査研究していく必

要があると思った。
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（稲葉民治委員）

中学生・高校生の専用席を含め全席 262 席あるが、決め方は設置できる広さで決めた。最

初から何席つくろうとしたわけではなく、９階 10 階で子供に必要な広さやキャレル席をどの

ようにつくろうか検討した結果 262 席となった。

曜日別の利用者数は月曜日が一番多く、火曜日水曜日は平均的な利用者の数になり、金曜

日が若干上昇し、土曜日が若干少なく、日曜日が一番少ない。ただし開館時間が平日の 10 時

から 22 時までだが、土曜日は 19 時まで、日曜日は 17 時までとしている。時間帯ではお昼前

後 12 時から 13 時半までの間が多い。18 時から 19 時はどこも満席の状況。午前中は大体毎日

平均すると 30 人前後開館を待っている状況。閲覧席はほぼ埋まる。男女比は６対４の割合で

若干男性が多い。年代別で見ると非常にバランスがよく、60 歳台が一番多い。10 歳台 40 歳

台も多く、70 歳台も 7.6％、学生から高齢者まで利用している。

コンセプトをつくったときに昼間人口と夜間人口のあり方、ロケーションの問題、資本金

50 億円以上の企業が 23 区では平均 30%であるのに対して千代田区では 60%である。千代田区

に本社を構えている企業が非常に多い。よって、ビジネス関連の人が多い。会社の業種別で

は学術・研究・専門技術のカテゴリーがほかの区よりも倍以上ある。情報通信や特に出版社

が多い。古書店街の存在が大きい。また、千代田区内の大学も多い。中学や高校もある。住

民は千代田図書館が移転開館したときは４万人であったが６万人くらいに増加した。

図書館をつくろうとしたことは、千代田区の特性の中で実現した。従来の図書館の役割は

絶対に必要。それに地域の特色を合わせた空間をつくれるか、そこに何らかの目指すべきも

のの特色を加えると、そこそこの図書館ができる。一方的な見方ではなくていろいろな見方

をして総合して考えたほうがよい。

街の中の動いている人たちを想定した都会型の図書館は、情報検索コーナーや参考図書が

どれだけ充実しているかが重要である。調べ物をして自分なりの企画書をつくったり、論文

をつくったりする人が非常に多い。セカンドオフィス機能が非常に大きな位置を占める。

ファミリーの利用は平日は多くない。土日祝日は盛況であり、開館してから年々増加して
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いる。住民が増えるのと同様に子供の利用が増えている。千代田区が、保健所で赤ちゃんの

３カ月検診のときにブックスタートとして図書館とのつながりを持たせている。課題はお話

会が減っていること。

平均滞在時間は３時間から５時間が一番多く、滞在型の図書館である。単に本を読むので

はなく、ワーキングスペースになっている。レファレンス（図書館利用者が学習・研究・調

査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、図書館員が情報そのものあるいはその

ために必要とされる資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務）機能も充

実している。

旧図書館は区役所本庁舎と並んで建っていた。旧図書館は老朽化しており耐震診断でかな

り悪い数字が出ていた。エレベーターがなかった。利用者にはかなり不便であった。最初か

ら本庁舎と図書館を共同で建てるという話ありきで議論が進んでいた。区議会の新庁舎特別

委員会でも、最初から本庁舎と図書館は一体ということで議論が進んでいた。

（成田勝之委員）

これからの図書館のあり方を考えたときに、図書を置くスペースと勉強や調べ物をするス

ペースとの割合をはじめ、図書館としてどのような存在にしていくのかは深く考えなければ

いけないと感じた。単に図書館機能があればよいとか人が集う場所をつくればよいというこ

とではなく、常滑にとって市民にとって、図書館をどのような存在とするのかを総合計画か

ら落とし込んで考える必要があると感じた。

また、不特定多数の人が来館するため、さまざまな事案が発生するようで、警備会社と契

約して対応しているとのことであった。こういった対策も今後考えていく必要があるのでは

ないかと感じた。

（川原和敏委員）

庁舎との複合化の施設で、利用者にとって利用しやすい施設だと感じた。複合化は維持管

理費の縮減だけでなく、利用する市民の利便性の面も有益であると感じた。
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