
海老名市教育委員会

（平成30年 1月 定例会議事日程）

日時 平成30年1月19日(金)

午後2時00分

場所 海老名市役所703会議室

教育長報告

日程第 1 議案第 1 号

日程第 2 議案第 2 号

日程第 3 議案第 3 号 海老名市立図書館指定管理者制度の継続について

海老名市部活動方針の決定について

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関す
る規則の一部改正について



海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

　現指定管理期間終了後も、施設の効果的・効率的な運用を達成するため、指定管理者に
よる運営としたいため

議案第３号

海老名市立図書館指定管理者制度の継続について

　別紙のとおり、海老名市立図書館指定管理者制度の継続について、議決を求める。

平成３０年１月１９日提出
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海老名市立図書館指定管理者制度の継続について 

 

 海老名市立図書館については、平成 26 年度から指定管理者制度を導入し、民間事業者に

よる管理運営を実施しています。 

 平成 30 年度が指定期間の最終年度となることから、教育委員会では、このたび制度の導

入及び運用実績による効果と課題の検証を実施しましたので、その結果を報告します。 

 併せて、現指定期間終了後においても、施設の有効活用・効率的な運用を図るため、指

定管理者制度による運用を継続したいと考えております。 

 

１ 指定管理者制度導入までの経緯 

（１）直営から業務委託 

   海老名市では、平成 18 年４月１日から指定管理者制度を導入しました。 

図書館においては、平成 22 年度までは市の直営、平成 23 年度から 25 年度において 

は業務委託を行いましたが、新たな図書館のあり方について方向性を決定し、平成 26 

年度から指定管理者制度を導入しました。 

 

（２）指定管理者制度の導入 

   これまでの図書館においては、近隣図書館と比較し利用率が伸び悩んでいました。 

また、施設の老朽化や学校図書室のさらなる有効活用も課題としていました。 

   そこで、指定管理者制度を導入し、民間事業者のノウハウやアイディアを活用し、 

  図書館サービスの向上と新たな付加価値機能の提供を図ることとしました。 

   

【指定管理の概要】 

   ◆指定管理者 ＣＣＣ・ＴＲＣ共同事業体 

（ＣＣＣ/カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社） 

（ＴＲＣ/株式会社図書館流通センター） 

   ◆指定期間  平成 26 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで（５年間） 

   ◆指定管理料 約 16 億 1000 万円（５年間総計） 

 

【事業者提案による導入サービス】 

 ◆共通    ＩＣタグ導入による自動貸出機設置 

          宅配サービス開始 

◆中央図書館 開館日時の拡大 … 365 日開館、９時～21 時 

        キッズライブラリー（４Ｆ）の設置 

        ライフスタイル分類に基づく図書配架 

        カフェ・書店の併設 目的外使用として教育委員会が許可。 

 ◆有馬図書館 開館時間の拡大 … 毎月最終月曜日のみ閉館、９時～19 時 

学校図書館の支援拠点設置（市内小中学校へ週２回司書を派遣） 

   ◆市民図書室 開館日時の拡大 … 毎週土・日 ９時～17 時 

平成 30 年１月 19 日 

教育委員会定例会資料 

教育部 学び支援課 
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２ 制度導入、運用実績による効果及び課題の検証 

    直営や業務委託時にはなかったサービスが多数提供されたことにより、来館者数 

   の大幅な増加につながったと考えております。また、小・中学校学校図書館の支援 

   により、児童・生徒にとっても図書館が利用しやすくなり、指定管理者導入の効果 

があったものと評価しております。 

    ついては、現指定管理期間終了後も、施設の有効活用・効率的な運用を達成する 
ため、海老名市立図書館における指定管理者制度を継続し、指定管理者の公募を行 
いたいと考えております。 

 
なお、個別の検討結果は以下のとおりです。 

 検討項目 結果 

施
設
の
必
要
性 

① サービス需要や効果 

② 同種の施設サービスが民

間事業者等による提供の

有無 

① 指定管理導入前後を比較すると、貸出者数、

貸出冊数ともに増加している。また、学校図

書室の支援が開始され、学校図書室の貸出

冊数も大幅に増加した。 

② 海老名市内に同種の施設なし 

→必要性が認められる。 

施
設
の
位
置
づ
け 

施設の設置目的・目標、役割 図書館法において、設置目的や役割に関して定

義されている。 

第２条抜粋 「図書館」とは、図書、記録その

他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一

般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レ

クリエーション等に資することを目的とする

施設…。 

第３条抜粋 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展

示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励する

こと。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、

及び提供すること。 

第１７条抜粋 

公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用

に対する対価を徴収してはならない。 

指定管理者導入の大きな目的として「既存の図

書館の枠にとらわれず、市民のための新たな図

書館づくり」を挙げている。 

毎年実施しているアンケート結果からすると、 

「開館時間の拡大」、「本の自動貸出機」、「館内

の居心地」、「スタッフの対応」等いずれも高い

評価を得ております。 
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 来館者数、貸出者数、貸出冊数ともに増加し、

学校図書室の貸出冊数も大幅に増加している。 
→十分に目的・目標を達成し、施設の役割を果

たしている。 

 ① 専門性 
② 公平性・公益性 
③ 個人情報の管理 

① 図書館業務に従事する者の 50％以上は司書

資格を保有している。 
② 図書館への来館が困難な利用者へのサービ

スとして「無料宅配サービス」を実施してい

る。また、「音訳資料の貸出」、「手話による

おはなし会」も実施している。 
③ 職員に対する研修を実施し、適切に管理さ 

れている。 
→適切な管理運営が履行されている。 

利
用
者
の
満
足
度 

① 利用者数 

② 利用条件 

③ サービスの提供内容 

④ 利用者の意見・要望に対す 

る運営の柔軟性 

⑤ 施設の魅力を引き出す企

画力 

① 資料１のとおり 

② 入館料その他図書館資料の利用に対する対 

価を徴収されることはない。また、中央図書 

館リニューアルオープンに伴い、国内に住所 

を有していれば、図書資料の貸出可とした。 

③ 海老名市立図書館条例施行規則第３条（中 

央図書館の事務事業）、第４条（有馬図書館 

の事務事業）に基づき提供されている。 

④ 意見や要望を受け、運用の改善、実施事業テ 

ーマの選定を行ってきた。 

⑤ 多様なイベントが実施され、これまでの図 

書館にとらわれない企画が多数あった。 

→利用者数は大幅に増え、図書館資料の閲覧、

貸出にとどまらず、新たなサービスを多数提供

されており、多くの利用者に満足いただいてい

る。 

【参考】アンケート結果 両館の満足度 

～大いに満足・満足～ 回答率 

     中央      有馬 

H28 78.9％（6.3％） 74.8％（5.5％） 

H29 78.2％（4.0％） 77.1％（2.5％） 

※（ ）内は、大いに不満・不満。 

管
理
運
営
の 

あ
り
方 
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運
営
の
効
率
性 

① 経費の削減、費用対効果 
② 施設機能、民間能力の活用

状況 

① 指定管理者制度を導入し、サービス内容に 
大幅な変更が生じた。「開館時間の拡大」、 
「管理スペースの増加」、「学校図書館支援」 
「システム入替」等があり、経費は増加した 
ものの、指定管理者募集時に掲げた「既存の 

図書館の枠にとらわれず、市民のための新 

たな図書館づくり」は大きく前進した。 

② 土・日・祝日はもちろんのこと、平日も、多  
くの利用者でにぎわっている。また、図書館 
の魅力や多様性を示した実績は、民間事業者 
ならではのものと考える。 

→図書館の魅力を引き出し、有効な施設活用が

図られている。 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

  １月１９日 教育委員会定例会  指定管理者制度の継続について決定 

  １月２３日 最高経営会議    決定 

  ２月 ９日 教育委員会定例会  導入方針の決定 

  ２月１５日 最高経営会議    決定 

  ４月～５月 次期指定管理者募集 

  ６月    選定委員会 

  ９月    指定管理者選定 議会上程 

 

４ 指定管理者による主な運営状況 

（１）中央図書館リニューアルオープン 

    施設の改修に設計段階から民間事業者が持つノウハウ・アイディアを取り入れ 

   これまでの図書館機能にとらわれない、より多くの市民の利用に供する施設を目指 

しておりました。 

平成 26 年 12 月から平成 27 年９月まで、大規模改修工事を実施し、地下１階から 

   地上４階まで全館を図書館として改修しました。 

 

【フロア】 

 改修前 

→ 

改修後 

４ プラネタリウム キッズライブラリー 

３ 青少年相談センター 一般書架（資料系）、学習室 

２ 図書館（学習・資料系） 一般書架（生活系） 

１ 図書館（一般図書） 新聞・雑誌、カフェ・書店 

Ｂ１ 図書館（閉架書庫） 一般書架（文芸系） 
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【改修ポイント】 

   ・館内 Wi-Fi 接続可、検索用 iPad 端末設置 

   ・１階→４階直通エレベーター設置 

   ・学習席増設（約 60 席→約 100 席、平成 28 年８月にさらに 18 席追加） 

   ・２階：電源席設置 

   ・１階：東側エントランス・館内中央階段・テラスを設置 

   ・Ｂ１：中二階床を撤去し、一般書架とした（一部閉架書庫あり） 

 

（２）リニューアルオープン当時の状況 

◆利用者からの主なご意見 

  【中央】 

・館内がきれいで居心地が良い、蔵書も多く満足 

  ・21 時まで開館されている図書館はあまりない 

  ・年中無休がよい 

・明るくて何時間いてもあきない 

・授乳やおむつ替えスペースが充実していて助かります 

・まだ小さい子供でも図書館に通いやすい、子供専用フロアになっていてまわり 

 の目も気になりにくい 

・新刊書の購入が少ないようで、新刊書はかなり待たないと借りられない 

・座席数を増やしてほしい 

【有馬】 

・スタッフがていねいで、質問にきちんと答えてくれる 

    ・とても静かで、貸出の人がとてもやさしくて、おもしろい本や、勉強になる本 

がいっぱいだから 

・本を探しやすい、静かで気持ち良い 

・19 時までになって利用しやすくなった 

・中央と比べると規模は小さいにも関わらず、書物が豊富。しかもセンスがよい 

本が選別されておいてある。本当にあな場。ただしょうがないけど閲覧スペー 

スがかぎられているのが残念で、あとはパーフェクトです。あと子供だけでは 

なく大人のイベントをもっと充実させていただきたいかも・・・・。 

 

（３）リニューアルオープンから１年 

   利用者からのご意見を受け、改善を重ねてまいりました。来館者数は、リニューア 

ルオープン前と比較して約 1.7 倍に増加しました。また、図書の貸出業務にとどまら 

ず、様々なイベントを実施し、多様なサービスを提供しています。 

 ◆実施イベント 

 平成２７年度 平成２８年度 

 イベント数 参加人数 イベント数 参加人数 

中央 ４０回 １，６５１人 ６１回 ５，１２６人 

有馬 ４７回 １，１６０人 ６７回 １，０１６人 
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中央    

  来館者数 貸出者数 貸出冊数 

25   140,291 468,721 

26 275,419 108,781 344,920 

27 336,686 122,007 337,921 

28 705,824 240,777 657,640 
 

 

 

有馬    

  来館者数 貸出者数 貸出冊数 

25   26,037 107,784 

26 107,456 42,978 169,396 

27 122,727 55,463 215,621 

28 108,148 31,930 126,674 
 

 

（４）学校図書館支援の実施状況 

環境整備       … 学校図書館充実事業 

展 示・広報活動   … 展示・図書だより・オリエンテーション 

読書支援       … 読書相談・読み聞かせ ほか 

授業支援・学習支援  … 資料収集・授業支援 

 

 
 

 貸出冊数 

25 73,109 

26 95,828 

27 102,681 

28 108,737 

【資料１】中央・有馬 来館者数、貸出者数、貸出冊数 

【資料２】学校図書館貸出冊数 

指定管理 

指
定
管
理 

指
定
管
理 

指定管理 

※平成 26 年 12 月～平成 27 年９月  

大規模改修工事に伴い閉館 

指
定
管
理 

指定管理 
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 貸出冊数 

25 865 

26 3,493 

27 7,584 

28 8,999 
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