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役割も 呆たし てい る。

無料のため気 軽に利用でき、 社会のセー フティーネ ットの

公共図書館の二つの利用目的

れは、 図杏館には二 つの利用目的があるこ とである。

理解す るために、 図紺館の根本的な問 題を 指摘し たい 。そ

他方で、図書 館では様々 な問 題が生じ てい る。それらを

．

公 共 図書 館（ 以下、本文では 「図杏館」と いう） は、 地域

の人々 が最も よく 利用す る公 共 施設 で、 現在、 益地域 を 支

てい ればよい と思ってい たが、 図密館長になってから、図

館 は、小説 や科理の本が借りられる所 で、本を 並べ て貸し

ある地方自治 体の管理職は「図杏館長になる前は、 図柑

特に、生活や仕事に関し て、 学 習し たい こと、 調べ たい

世館の魯架を 端か ら端ま で見 たら、 意外 に専 門行が多く 、

える図杏館ク等 の様々 な観点 から注 目されてい る。

杏館を 利用して実感し てい る。地方自治 体によって整備水

社会人が生活や仕事に活用できそう なので、そのための取

こ とがある人には大 変便 利で、節者も 区立 図牲館 、都立 図

り組みが必 要だ と思った」 と語ってい る。

この発言に二つの目的が表れてい る。図柑館の利用目的

準は異なるが、図杏館へ行け ば、ある程度のサービ スを 受

•

けるこ とができる。利用者の多く は図書 館を 上手 に活用し
ており、実用杏が多く 利用され、専 門杏も 利用されてい る。
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る 学習 や調査 のた めの利 用々と函 蛮示小説等の利 用々に分

生活 や仕事に関す
大きく二 つに分ける と、 産
を単 純化して 、

いる 図 書館が見られる 。 「
もっば ら小説が借りられて いる 」

を与えた 。現 在でも、 目立 つ場 所に大最 の小説が置かれて

複 本を多数購 入する 考え方 が提唱 さ れ、 一部 に大きな影響

占
娯楽 小説 が目 立 つ図 書 館 々では、 娯楽 小説 の利 用者 が

というイメ ージ はこれらの反 映であろう 。

増える 。その後、 コミ ック やD VD も収集される ようにな

このバラ ンス によって、
図書館は二つのタイプに分かれる 。
娯 楽 のた めの利 用を重視 する と、
函 菜不
小 説 が目 立 つ 図 書

かれる 。両方 必要である が、
両者のパラ ンス が重要である 。

館 々となり 、両 者 のバラ ンス に配 慮する と、 品
娯 楽 小説 が

った た め、 一部 の図書館ではこの傾 向 がさらに強まった 。

図書館では、 二つの利 用目的を区 別した 上で、 両者のバ

値が高くなる た め、評 価方 法の再 検討 が必要である 。

貸出点数を中 心に評 価する と、 娯楽 小説の多い図書館の数

この傾 向 は図 書館 の評 価方 法と密 接 に結び ついて いる 。

目立 た ない図 書 館ク となる 。た だし、 ヶ
娯 楽 小 説 が目 立 つ
ないた め、 虚
学習 や調査 のた めクに利 用する ことができる 。

図書館々でも、それ以 外の部 分にはそれほど 大きな違いは

もっば

「

他方、図 書館を利 用した ことのない人々には、 地方 自治
体の政策決定 にかかわる 人々も含めて 、図書館を

る 。品楽 しい読 書 ができる だ けでよいグ という 考え方 もあ

ラ ンス に配慮し、 サービス の評 価も区 別して行う必要があ

り得る が、筆者は、今 後の日 本社 会 の発 展のた めには、社

ら小説が借りられて いる 」と見て いる 人が多いようである 。
とは少なく、図 書館を重視する ことも少ないだ ろう。この

これらの人々は、図書館を学習 や調査 のた めに利 用する こ

した がって、
今 、日 本の図書館について 最も必要なことは、

会 人の 五学習 や調査 のた めク の利 用が重要と考えて いる 。

ょ
市 民 に、図 書 館 は生活 や仕 事に関する 学習 や調査 に役に

生
i 活 や仕 事に関する 学習 や調査 々に

立つ場 所である ことを知 らせ、
利 用を勧 める こと々であり、

多くの図 密館には

ようなイメージ が日 本の図書館の発 展を妨 げて いる 。

習 や調査 のた めの利 用が少なくなって おり、それが図 書館

役立 つ力はある のだ が、 このようなイメージ によって、 学

図 書館関係者 は それに力を注ぐべ きである 。

―

図書館を取 り巻く現境として は、経済の低成長、 人口の

一公 共図書館の環境と現状

の評 価の低下につながって きた のではないだ ろうか。
日 本の図書館では伝 統的 に小説が注目されて きた 。 一九

五0年 代の図書館では、 不読者層への読書 普及の観 点から
娯楽 小説が収集され、一九六 〇＼七0年 代の小規模な図書
館では小説が目立って いた 。 一九九0年 代には娯楽 小説の
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等が予想さ れる。

少子高齢化とそ れによる地方自治体の社会福祉 予算の増大

ビ スの態 勢 が不 十分 で あ る こ と 等 が指 摘 さ れる こ とが 多

、
。

そ の効果は大きいはず であり、そ のサーピスが社会に評価

備さ れているため、品学習や調査 のための利用々を進めれば、

図書館数はやや少ないが、全 体として、かなりの程度整

都道府県立図書館の設置率は一00 %、市 区立図書館の設

二0一七 年四月 現在 の全 国の図書館数は一
＿
＿
二七 三 館 で、
置率は九九％、町村立図書館の設置率は五 六％である。市

さ れれば、図書館の評価も向上するだろう。

一

図書館活動の基盤 となるのは、国の図書館に関する制度・

公 共図書館に関する国の制度 ・政 策

のほとんど と町村の約 半数に図書館が設置さ れている。ニ
ある。図書館数はほぼ一貫 して増加しているが、資 料 喪と

0一六年度の国民一人 当 たりの個人 貸出数は約 五•四点で
専 任 職員 数は一九九0年 代末 から大幅 な減 少傾 向にあり、

政策である。 囲書館については図書館法 等の法 規で定めて

この点に関する議論が必要 である。個人 貸出数は二010
年がピーク で、 そ れ以 後 減 少傾 向にあ る（ 「
日本の図苔館』

議会、無料制、国の図書館行 政、私立図書館等について定

養成 ・研 修）、望ましい基準 、評価と情報の提供、図書館協

図書 館法 では、 図 書館の定義 、 サー ビ ス、 職員（ 資
格・

定さ れている。

社会教 育法 では、図書館は社会教 育のための機関として規

いる。図 書館法 は社会教 育法 に基づ いて定められてお り、

図書館の先進国ア メリカと日本で、人 ロ一0万人 当たり

二0 一
七 年版、日本図害館協会）。
の図書館数と一人 当たりの貸出数 を比 較すると、図書館数

がニ・六、貸出数は、アメリカが六・八、日本が五 ・五 で、

は、ア メリカ（ 二0 ー四年） が五 •四、 日 本（ 二0 一五 年）
人 口 当 たり の日 本 の図 書 館 数 は ア メリカ の約 半分 であ る

めている。図書館の目的として、教 養、調査研究、レク リ

これらの法 律では、図書館による住民の学習や調査 研究

が、 貸 出 数 は 約 八 割 で あ る("
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に対する支援について定めており、このことを十分 認識す

エーシ ョン が挙 げられ、 二番 目が調査 研究である。

少ない割に貸出数が多 い。これは、 小規模 な図書館が少な

る必要 がある。このほか、文字 ・活字文化振 興法 が図書館

"
、総理府 統計 局 「
世 界の統計 二 0 一七 」）。 図 書館 数が
Wo
r
l
d

他方、図書館サービ スの質の点では、専 門書の選択 ·収

の振 興と充実について定めている。

いこと、貸出に力を入 れていることによると言 われている。
集が減少していること、専門職員によるレフ ァレン スサー
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二00六年に、文部 科学 省生 涯学 習政策局に設置された、
これからの図書館の在り方検討協力者会議は「これからの

図書館像 ー 地域を支える情 報拠 点をめざ してー （報告）
」
を発表している。これまでのサービスに加えて、地域の課

一

したがって、図書館を振興するには、地域の人々や図書
館利用者による自主的な議論や地方自治体への租極的な働
きかけが不可欠である。

一公 共図書館に関する三つのニュース

最近の新聞やテレビのニュースで取り上げられている事

項はこれ以外の出来事が多い。例えば、指定管理者等によ
る新しい運営方法、図書館職員の労働条件の悪化、図書館

題解決を支援するサービスを提案し、行政、学 校教 育、子
育て、ビジネスに対する支援、法律 ・医 療情 報の提供等の
サービスを挙げ、大きな影響を与えた。 二000年代以降、
ービスが取り組まれている。これは産 生活や仕事に関する

多くの図書館で地域の課題解決や人々の活動を支援するサ

と 文芸 出版社・作 家との関係等がある。

図書館にも適用され、柔軟な運営が期待されており、図書
館と書店とカフェを組み合わせた施設の運営方法、体操教

第一は、指定管理者等による新しい運営方法である。こ
れは、公共施設の運営を民間企業やNP0に委ねる手法で、

学 習や調 査々 のための利用を発展させたものである。
これらを受けて、 二0―二年に、図書館の在り方を詳し

や地域の課題に応えるサービスについて定めている。ただ

室をはじめとする新しい事業等が注目されている。多数の
職員を確保し、図書館間での人事異動を行い、若手を抜擢

く定めた 「図書館の設置 及び運営上の望ましい基 準」 （文
部科学大臣告示） が 公示され、新たに図書館の評価の改善

しかし、これらの取り組みにもかかわらず、図書館法を

し、評価手法の開発は民間に委ねており、多様なサービス
を評価するための手法はまだ確立されていない。

対運動も起きている。
第二は、図書館職員の労働 条件の悪化である。これは、

た点で評価されているが、 これには新館開館による効果や
図書館以外の利用者も含まれている。図書の選択や施設運
営における継続性、安定性等の多くの点で批判があり、反

している企業もある。図書館への導入比率はまだ十数パー
セントであるが、徐々に増加している。主に来館者が増え

されており、図書館法、「図書館の設置 及び運営上の望ま

含む社会教 育関係の法規では、国や都道府県の権限は抑制
しい基 準」 とも、強制力がなく、数値目標も示しておらず、
各図書館に対して努力目標を示すものにとどまっている。
それをどの程度実現するか、どのような数値目標を定める
かは、各図書館の判断にかかっている。
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図書館に 限らず、民間企 業や地方自治 体全体の 傾向である。

―

図書館では正規職 貝が削減 され、指定管理者では有期 雇用

の 職員、直 営では嘱託や臨時職 員等の 非正規職 員が増加し

ており、その 雇用形 態と低賃金が地方自治 体に おける不 安

―

明日の社会へ向けて
ーー市民の学習と情報活用能力の向上

ぷ学習 や調査の ための 利 用ク を重 視 する立 場か ら、図書

館の 今後の 課題とし て、次の 二点 を提 案し たい。

第 三は、文芸出版社・作 家との 関 係である。エンタ ーテ

併設 する例があり、 最 近では図書館と市 民活動支援センタ

ることである。その 方法とし て、以前 は図書館と公民館を

ーつは、市 民の 学習や調査の 場の 近くに 図書館を配置す

イメント 系小説を出版する文芸出版社・作 家から「推理小

ー等を併設 する例が ある。また 、地 方自治 体の 様々 な機関

意見は紹介 されているが、雇用する側の 意見は少ない。

定雇用とワ ーキングプアとし て指摘 されている。職 員側の

説等の エンタ メ系小説の 貸出が書店の 売り上げを妨げ、文

社会 教 育 施 設 とし ては、 公 民館との 連携 が 重 要 である。

と連携 ・協 力し て事業が 行わ れている。

書館関 係者と約 二0年間議論が行わ れてきた。一部の 図書

芸出版 社の 経営の 障害に なっている」ことが指摘され、図

ァップし 、図書室運 営の ノウハ ウや公民館の 講座や学級に

必要な資料を提 供する考え 方があったが、 実現されていな

公民館の 初期の 構想に は、図書館が公民館図書室をパック

い。今、図書館は地域の 課題解 決支 援に 取り組み、公民館

貸出の ため、本が 売れなくなっ ている」という本一般に 関

する主張と捉え ており、文芸出版社の 指摘 を正し く捉え て

も地域の 課題解 決の ための 学習に 取り組んでいる。図書館

館関 係者 は 、 この 指摘 を出版不 況と結 ぴ付 け、「図書館の

帰結と考え られる。

である。インタ ーネット の 活用に よって図書館利 用は便利

他の 一っ は、市 民の 情報活 用能力の 向上を支援すること

きである。

は地域の 課題解 決支援の ために 公民館をパック アップすべ

い ない 。 この 指摘 は函娯楽 小説が目立 つ図書 館々 の 一っ の

この ように 、地方自治 体の 財政事情の 悪化の 中で図書館

安や疑 問を感じ ている。地方自治 体と図書館は、利用者が

利 用者は、 これらの 事情を知るに つけ、多かれ少なかれ不

の 情報が入手できるように なっ た。大学図書館の 機関 リポ

に なっ たが 、 同時に 、図書館へ行か なくても、かなり多く

と社会 や行政の 現境との 間に 衝突が生じ ている。図書館の

安心し て利 用できるように 、これらの 問題に ついて説明し 、

ジトリや文芸書の 「青空文庫」 の ように 、 インタ ーネット

改善 策を示し て欲し い。
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情報発信 も普及している。

上で公 開 さ れるデジタ ル 化さ れた文献 が増加しつつある。

資料 喪と職員の削 減 が行われている。指 定管 理者制度や図

と多 くの利 用が期 待 さ れる。他方、広 く知 られないまま、

ない。特 に 品学習や調査 のための利用々に ついては、もっ

書館職員の労 働条件の悪化は、
図書館固 有の問題ではなく、

今後 、さ らに増加するであろう。他方で、プロ グ等による
これらの利用には情報活用能力が必要 であるが、この能

社会全 体の問 題であり、図書館は従来考え られなかった社

図書館関係者は、社会や行政に対して、これらの問題に

会の大きな変化に直面している。

関する意見 や要 望を述 べているが、利用者 ・市 民や行政関

携して、市 民の情報活用能力の学習を支援することができ
九九0年代から、図書館サービ スの一環として「情報活用

る。「図書館の設 置及び運 営 上の望ましい基準 」では、一

係者や文芸出版社 ・作 家との間で十分な議論や対話が行わ

力は日常生活にも不可欠である。図書館は、公民館等と連

能力の向上」の支援を挙 げている。これを今後 の図書館の

不 足しており、意見 の裏 付けとなる資 料 や議論も不十分で

れているようには思え ない。市 民に対する広報は決定的に

若 い世代には紙の資料の利用が少なく、 中高年の世代に

重要 な役割とすべきである。

資 料を利用してもらうには、紙の資料を案内するデジタル

議論や検討 を行 う必要 がある。また、一九七 0年代の「図

に対応 す るには、 もっと多 くの図 書 館関係 者が参加 して、

ップが拡大しつつあるのではないだろうか。これらの課題

図書館が直面する課題と図書館関係者の対応能力のギャ

ある。もっとわかりやす く、詳しい議論が必要 である。

図書
情報 が 必要 で あ る。筆 者 も、 プロ グとツ ィッター（ 「

ュニケ ーシ ョン にギャ ップが生じている。若 い世代に紙の

はデジタル 情報の利用が少ない傾 向があり、世代間のコミ

館の基礎知識」）で紙の資 料 を案内 しているが、 中高年の世

書館職員や利用者・市 民が学習しやすく発言 しやすい環境

書館白 書」 のような読み やすくわかりやすい広報活動、図

の呼びかけも必要 であろう。

の 整備、品学 習や調査 のための利 用ク の意義 の確 認と利用

代には、もっとデジタル 情報（ プ
ログ、リンク集 等）の発信

一

技術 を身に付けて欲しい。

一お わり に

日 本では、図書館の数と規模 が増大し 、利便性が向上し

ているが、館数はまだ少なく、利用者の広がりも十分では

37特集・公共図杏館を考える

