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【抄録】

近年、公立図書館の設置率は上昇し小規模な町村でも公立図書館の設置が進んでいる。

一方で、資料費や職員の削減、業務の外部委託化や指定管理者制度の導入が進められるな

ど、運営上の問題も顕在化している。このような状況の中で、図書館サービスの一層の充

実を図っていくためには、日常のサービス改善だけでなく、「図書館サービス計画」の策

定による長期的な視野を持った企画・運営や首長、議会関係者、マスコミ等も対象とした

幅広い広報により図書館の認知度を高めることで、予算や人員を維持・増加させていくと

いう戦略的な取組が求められている。

はじめに

近年、地方財政の悪化や行政改革の進展、

指定管理者制度の創設などの環境の変化に

伴い、図書館の運営のあり方について見直

しを求められることが多くなった。

具体的には、資料費の削減や業務の見直

し等による常勤職員の削減が進められると

ともに、非常勤職員の業務範囲の拡大、業

務委託の導入や指定管理者制度への移行に

よる自治体職員の撤退などの検討が進めら

れている自治体も多い。

公立図書館は自治体の一機関であるとい

う事実を考えれば、自治体財政の悪化や行

政事務の効率化、職員数の削減など自治体

全体の方向性の中で、図書館だけが、それ

らの改革から無関係に従前の体制を維持し

続けることは難しい。むしろ、住民へのサ

ービス施設として直接サービスの業務量が

大きな比重を占めている図書館は、自治体

が抱える様々な業務の中でも、業務合理化

や外部委託による運営などが実施されやす

い施設である。

しかし、大幅な業務合理化や専門性を考

慮しない外部委託を行ったとすれば、図書

館が果たすべき機能は維持されるのであろ

うか。まず、公立図書館は、どのような機

能を果たすべきなのか、を明確にすべきで

ある。公立図書館の機能は資料の貸出・閲

覧にとどまらない。インターネット等によ

る外部情報を含めた様々な情報提供サービ

ス、子どもなどへの読書環境の整備・提供、

情報リテラシー教育など多岐にわたる。

しかし、このような図書館機能を十分に

理解せずに、図書の保存・貸出といった機

能のみに着目して業務合理化を求める行政

当局という図式も指摘されており、この誤

解を解消することも必要である。

このため、図書館に係わる人々は、自治

体の現状や今後の方向性などについて学習

するとともに、図書館の果たすべき機能等

について専門家でない人々でも分かるよう

に説明して、その実施に向けて不断の取組

を行うとともに、財政当局や首長、議員、

一般市民等を対象として積極的に広報を行

い、図書館の本来的機能や現在の取組、今

後の改善方針等について広く理解を得るこ

とが必要である。このような地道な取組の

成果として図書館への理解を深めてもらう

ことで、図書館の発展に向けた予算の増額

や職員の配置を実現していくことが必要で

ある。

１ 自治体及び図書館の財政と職員

1.1 自治体の財政

自治体の財政については、平成 18 年度

現在で、公債費が 13 兆 2,511 億円、地方



債残高が 139 兆 596 億円となっており、経

常収支比率（毎年度経常的に収入される一

般財源に占める経常的経費の割合）は 91.4

％に達している。１

歳入については、地方独自の財源である

地方税の歳入に占める割合が 39.9 ％であ

り、地方交付税や国庫支出金などの割合が

約 30 ％を占めており、地方税などの自主

財源の割合が低い２。これは、地方自治体

の財政が国の方針に左右されやすいことを

示している。一般に安定的な財源とされて

いる地方交付税についても、基準財政需要

額の見直しによる算定額の減少など、国政

の影響を受けることがあり得る。

歳出については、義務的経費が 51.8 ％

を占めており、財政の硬直化が進んでいる。

義務的経費とは、当該年度の財政状況に関

わらず支出することが避けられない費用で

あって、具体的には、人件費、扶助費、公

債費である。この中で、最も高い割合を占

めているのは人件費であり歳出全体の 28.2

％を占めており３、この抑制が課題となっ

ている。

教育費については、学校教育のための経

費を含む教育費全体で、16 兆 4,724 億円で

あり財政の約 20 ％を占めており、この割

合は過去 20 年以上変わっていない。また、

図書館費を含めた社会教育費は 1 兆 2,086

億円であり教育費の 7.3 ％を占めている４。

1.2 図書館に対する国等の財政支援

図書館の建設及び運営に関する補助金に

ついては、図書館法第 20 条第 1 項に、「国

は、図書館を設置する地方公共団体に対し、

予算の範囲内において、図書館の施設、設

備に要する経費その他必要な経費の一部を

補助することができる。」とあり、従来、

文部省（当時）は、これを根拠として図書

館を設置しようとする地方自治体に図書館

建設に要する費用の一部を補助してきた。

しかし、地方分権の推進等の流れの中で、

平成 9 年で廃止されている。

このため、現在では、公立図書館の建設

にあたっては、自治体の独自財源のほか、

他省庁や都道府県の補助金を活用したり起

債を行う方法がとられる。表１は、図書館

設置時における起債の状況に関する調査結

果である。これによれば、平成 14 年から

平成 19 年までに新規に開館した図書館

105 館のうち 58 ％にあたる 61 館が起債に

よる経費の確保を行っている５。

表１ 起債の名称（種類）

図書館数（館）

一般単独事業債 ３７

地域総合整備事業債 ３１

臨時経済対策債 １０

過疎対策事業債 ９

その他（不明を含む） １６

（複合施設等で複数の起債を行っている建物が
あるため、合計数は一致しない）

また、図書館整備にあわせて、国や都道

府県が交付する市町村向けの何らかの補助

金を活用した図書館は、68 館であった（建

設費以外の事業費等にかかる補助金を含

む）。この中には、図書館の整備や運営等

に活用可能な文部科学省の補助金である

「地域 IT 学習情報拠点化事業」などを活

用したところもあった。なお、平成 21 年

度の文部科学省予算においては、公立図書

館に関連する補助金として、「地域の知の

拠点・ネットワーク推進事業」６が計上さ

れている。

1.3 地方交付税による措置

公立図書館に関する地方財政措置の現状

は表２の通りである。しかし、地方交付税

は各自治体が使途を決めるため、図書館予

算が当該金額を下回る自治体もある。

表２ 平成20年度 公立図書館に係る地方財政措置

経費区分 経費 積算内容

【道府県】

給与費 19,641 万円 （職員 28人,館長 1人含む）

報酬 18 万円 図書館協議会 委員９人

需用費等 5,107 万円 図書及び視聴覚資料購入費等

小計 24,766 万円

【市町村】

給与費 4,974 万円 （職員数７人）

需用費等 2,054 万円 図書、視聴覚資料購入費等

小計 7,028 万円



1.4 自治体の職員数

自治体の職員である地方公務員の数は、

全国合計で 255 万 1,663 人（平成 19 年 4 月

1 日現在）７であり、前年比 3 万 6,854 人減

少している（減少率は 1.4 ％）。

昭和 36 年と比較すると、総数で約 1.5

倍に増加しており、教育職員は約 1.3 倍、

一般行政職員のうち民生・衛生の職員数が

2.1 ～ 2.9 倍に増加しており、民生・衛生

に関する業務が大幅に増加していることが

伺える。

1.5 図書館の職員の状況

文部科学省の『社会教育調査報告書』８

によれば、公立図書館の職員数は、平成 17

年 10 月 1 日現在、30,660 人で過去の実績

から漸増しているが、専任職員数は平成 14

年調査の 16,290 人を最高に、平成 17 年度

調査では 15,282 人に減少している。また、

司書又は司書補の資格を有する専任職員

（館長を除く）は、平成 14 年の 7,570 人

から、平成 17 年の 7,194 人に減少してい

る。

昭和 35 年の職員数は、総数で 4,746 人、

専任職員のみで 3,930 人であり、平成 17

年と比較すれば、全職員数で 6.5 倍に増加

しているが、専任職員数では 3.9 倍の増加

にとどまっており、図書館数が 742 館から

2,979 館へと 4.0 倍の増加をしていること

とサービスの多様化等を考慮すれば、図書

館運営と業務の実施に一層の工夫を図る必

要があるといえる。

また、平成 20 年に著者が実施した調査９

によれば、46 道府県立図書館（全都道府

県のうち、東京都立図書館のみ未回答）の

うち、33 道府県の図書館で専門職として

任命する制度がある（うち 1 館は調査時点

で、任命されている職員がいないと回答）。

さらに、専門職としての任命がない道府県

のうち、8 県では、過去に制度があったも

のの現在は廃止されていると回答したほ

か、制度のある道府県立図書館においても、

過去 10 年間での専門職としての採用実績

（事務職職員から司書等への異動による者

を含む）が 5 人以下である図書館が 15 館、

過去 5 年以上専門職としての新規任命がな

い図書館が 10 館ある。

２ 自治体運営と図書館

2.1 地方分権の推進

前述のような状況の中で、図書館の整備

を進め、充実したサービスを実現するため

には、文部科学省による補助金新設など財

政上の措置の拡大や配置すべき司書等の有

資格職員数の法制化など、国による積極的

な関与を期待する声がある。

しかし、平成 18 年 12 月に、それまでの

「地方分権推進法」に代わる法律として、

「地方分権改革推進法」が制定された。同

法においては、国民がゆとりと豊かさを実

感し、安心して暮らすことのできる社会の

実現が重要であるとされ、第 5 条第 1 条に

おいて、「国は、国際社会における国家と

しての存立にかかわる事務、全国的に統一

して定めることが望ましい国民の諸活動若

しくは地方自治に関する基本的な準則に関

する事務又は全国的な規模で若しくは全国

的な視点に立って行わなければならない施

策及び事業の実施その他の国が本来果たす

べき役割を重点的に担い、住民に身近な行

政はできる限り地方公共団体にゆだねるこ

とを基本」とすることとされた１０。これら

の経緯を考えれば、従来のような図書館法

等に基づいた国（文部科学省）による規制

や政策誘導による体制の整備（司書有資格

職員の必置や図書費の最低基準など）の導

入を期待することは困難である。

2.2 今後の自治体運営

自治体が行うべき業務の範囲は、民生・

衛生等の社会保障分野を中心に漸増してお

り、今後も拡大が予想される。一方で、自

治体経営の視点からは、財政構造の改善が

急務であり、予算額も抑制されたものにな

る。自治体予算については、必要性、公共

性、緊急性等の視点から配分が決定される。

また、職員数についても漸減しており、業

務の合理化や外部委託などによる正規職員

の削減が進められている。

どのような業務が合理化されるのか、逆



に省力化や外部委託されない業務はなにか

を考えると、自治体運営の視点からは、自

治体の企画・立案、意思決定に関わる業務

及び警察、税務関連など公権力の行使に関

わる業務である。一方、住民の立場からは、

消防や防災等の人命に関わる業務のほか、

高度なサービスが提供されており実施主体

の変更等によるサービス水準の低下が自分

たちの生活に大きな影響を与えると考えら

れる業務である。

2.3 公立図書館の位置づけ

このような状況から、公立図書館が今後

も漫然と運営されていくならば、予算や職

員体制は一層悪化するであろう。図書館は、

館長と職員、図書館を所管する教育委員会

の連携のもとに、様々な取組を行い、図書

館の機能を高め、広く住民に提供していく

ことで、それに見合った予算と職員体制を

確保していく必要がある。言い換えれば、

図書館が時代に適合した機能を有し、満足

できるサービス水準を維持することで、住

民が図書館への投資（予算と職員の確保）

を許容するような機運を醸成することであ

り、これからの図書館振興策として取り組

まれるべき方策である。

2.4 図書館が行うべき改善方策

それでは、図書館職員や教育委員会図書

館所管課は、何を行うべきであろうか。具

体的には、次の３点が挙げられる。

・良いサービスの実践

・サービス計画の立案

・積極的・体系的な広報の実施

この３点をバランス良く行うことが必要で

ある。

このうち、サービスの実践については、

多くの著書等があることから、本論文の後

半では、後２者のあり方について具体的に

説明していく。

３ サービス計画の立案

3.1 サービス計画策定の意義

サービス計画を策定し文書化して公開す

ることは様々な効果をもたらす。主な効果

は以下の通りである。

・図書館の現状と将来像、理想像が把握

でき、今後改善すべき事項が明確にな

る

・それらを住民や議会関係者、行政関係

者等に広く伝えることができる

・年次的な改善点を明確化でき、長期的

な予算要求の方針を立てることができ

る

・職員間で、日常業務の方向性を共有で

き、一体感を持った取組ができる

現在のサービスが十分でない場合でも、

将来の改善方針を明確化できれば、予算要

求等の根拠とすることも可能になる。

しかし、このようなメリットがあるにも

かかわらず、計画の策定を行っていない図

書館も多く、筆者の調査によれば、近年開

館した図書館のうち、約半数がサービス計

画を策定していない１１。（表３）

表３ 新設図書館におけるサービス計画策定状況

図書館数（館）

開館前に策定している ３３

開館後に策定している ２

開館前に策定し１回以上改定済 ８

開館後に策定し１回以上改定済 ３

現在策定中である ３

策定していない ４９

その他 ５

3.2 サービス計画に記載されるべき内容

上記の点を考慮すれば、サービス計画に

は以下の点が明確化され記載されているこ

とが望ましい。

・図書館の現状分析

・将来的な図書館の活動目標

・中短期的な取組の方向性

・各分野ごとの取組方策

・サービス計画の評価と見直し方法

また、これらの計画は、広く住民のニー

ズに適合したものである必要があるし、自

治体の財政状況等も勘案した実現可能性に

考慮する必要がある。



3.2.1.図書館の現状分析

今後の図書館活動を充実し改善していく

ためには、まず、現在の図書館の状況を把

握し、分析することが必要である。これに

よって、どのサービスが十分な成果を挙げ

ているか、改善していくべきサービスは何

か、などが明確になる。

3.2.2 将来的な図書館の活動目標

全国の図書館の動向や近隣自治体の図書

館の状況、図書館法の精神等を勘案しつつ、

図書館が果たすべき役割を明確にし、将来

的な図書館のあるべき姿を明らかにする。

その際、長期的に目標とすべき理想像と、

近い将来に実現すべき将来像の両者につい

て検討し、それぞれについて具体的なイメ

ージを示すことが望まれる。

3.2.3 中短期的な取組の方向性

上記の理想像や将来像を実現するため、

具体的な取組の方法、改善を図る活動分野

の優先順位、年次的な計画等を検討し、具

体的な取組方針としてまとめる。この際、

自治体の財政状況等を勘案して、施設・設

備や資料の充実、職員体制の整備などにつ

いて年次的な方針を検討するべきである。

3.2.4 各分野別の取組方策

年次的な改善に当たり、それぞれのサー

ビス分野ごとに改善すべき事項を明確化し

て、可能な部分から少しずつでも改善して

いく必要がある。予算の確保によって実施

すべき改善と予算がなくとも日常の業務の

改善により実施できる範囲の改善とを区別

して実施する。

3.2.5 見直し及び評価の方法

運営を改善していくと、当初計画では想

定し得なかった改善すべき点が見えてきた

り、財政状況の変化によって新規予算の確

保が困難になるなどの環境の変化が生じて

くる。このため、サービス計画についても

定期的に検証して、適切な期間ごとに修正

することを予定しておくべきである。

3.3 都道府県立図書館による支援

各都道府県では、市町村における図書館

振興に資する支援策を種々実施している。

図書館活動に係る具体的な支援策の多く

は、都道府県立図書館が実施している。

表４に、市町村向けの支援策の実施状況

の一部を示す１２。サービス計画や中長期的

な計画の策定に関しては、約 7 割の都道府

県で相談にのるなどの支援を行っており、

図書館予算の確保や広報の実施などについ

ても、一部の都道府県で支援を行っている。

このため、職員数や職員の経験等の理由

で、独自にサービス計画の作成が困難な小

規模図書館においては、都道府県立図書館

の支援を得て計画の策定を行うことを検討

すべきであり、都道府県立図書館において

は、当該支援策の実施について広く市町村

の図書館関係者に周知すべきである。

表４ 都道府県が実施する市町村立図書館支援の内容（抜粋）

図書館数（館）

A B C D E F

市町村立図書館の広報の実施に関する個別の相談、助言 15 0 0 10 13 5

市町村立図書館の経営や将来計画（中長期計画の策定や新館 28 5 2 8 3 3
建設計画等）に関する個別の相談、助言

市町村立図書館の予算確保に関する個別の相談、助言 18 2 1 6 14 4

図書館運営（具体的な業務についてやサービス計画等）に 35 0 2 2 4 3
関する個別の相談、助言（上記以外の内容）

Ａ 県立図書館が実施している

Ｂ 県教育委員会が実施している

Ｃ 県図書館協議会等の関係団体が実施している

Ｄ 現在は実施していないが、今後、実施を検討していきたい

E このような支援策はなく、今後の実施予定もない

F その他・無回答



４ 図書館広報

4.1 広報の必要性

一般的に、図書館の活動は職員が期待す

るほど、住民や行政関係者等に知られてい

ない。それは図書館に限られたことではな

いが、人々に関心を持ってもらうためには

相当の努力が必要がある。このため、図書

館は周到な準備をして幅広く広報を行う必

要がある。図書館職員の中には、地道に図

書館サービスを行っていれば周囲が図書館

を評価してくれると考える人がいるが、実

際の活動に見合った評価を得るためには、

広報活動が不可欠である。

先の調査における新規に図書館を設置す

る市町村における広報活動の状況について

の調査結果を表５に示す。図書館を住民に

広く知ってもらうためには体系的な広報実

施体制を構築することが有効であると考え

られる。１３

表５ 図書館の開館に向けて広報を行った時期

図書館数(館)

調査費等の予算が計上されたとき ２０

建設地が決定したとき ２１

建物の設計が決定したとき ３０

建物が竣工したとき ２４

サービス計画（開館時間等）が決まったとき ２６

その他の時期 １３

開館直前まで広報はしなかった ６

4.2 広報の対象者は誰か

広報の対象者としては、まず地域住民が

あげられる。ポスター掲示や小冊子やチラ

シの配布、自治体発行の広報誌に記事を掲

載するなどが一般的に行われている。

しかし、広報の対象者はそれだけに留ま

るものではない。以下の人々も広報対象と

なり得るのであり、対象者ごとの特性に合

わせた広報を行う必要がある。

① 図書館利用者

② 図書館利用のない地域住民

③ 行政関係者

④ 首長、議会議員等

⑤ マスコミ

このうち、①、②については、一般的な

広報対象として、各種の出版物、教材等で

特徴や実施に当たっての留意事項等が紹介

されていることから、今回は③～⑤につい

て具体的に論じる。

4.2.1 行政関係者

図書館は自治体の一機関であることか

ら、予算は財政課の査定を受け、職員の採

用や異動は人事課や総務課の方針に従う必

要がある。

そのため、これらの部局の人々に、図書

館の機能や必要性、効果を分かりやすく説

明し日常から理解を得ておくことが重要で

ある。鳥取県立図書館は、県庁舎内に図書

館分室を設置して職員を配置し、県庁職員

が業務上必要とする資料の提供やレファレ

ンスサービスを実施している。この行政支

援サービスは、行政職員に対する業務支援

の役割を果たすとともに行政関係者向けに

「仕事に役立つ図書館」の実践事例を紹介

する広報の役割も果たしているのである。

4.2.2 首長、議会議員等

自治体の運営方針は首長の意向に強く影

響される。このため、首長に図書館への関

心を持たせることは予算確保等において重

要な役割を果たす。また、議会議員の関心

が高まることにより、議会で図書館に関す

る質問が行われるなど、図書館の強力な応

援団となってもらえることが期待できる。

4.2.3 マスコミ

テレビや新聞等のマスコミの影響は大き

い。マスコミで図書館に関する情報が発信

されることにより、図書館の未利用者を含

む地域住民に図書館の存在やそのサービス

内容、新しい取組などが伝わるし、これに

よって、様々な人への一層の広報効果が期

待される。

最近、各地で広まっているミニコミ誌や

地域 FM 放送、インターネット配信される

地域情報紙などにも積極的な情報提供する

ことで記事として取り上げてもらうことが

期待できる。



4.3 広報情報の一元化と情報の共有

広報を行う場合は、その情報を全職員が

共有するとともに、対応窓口の体制整備、

応答マニュアルの作成などが必要である。

特に、広報の情報をもとに外部からの問

い合わせがあった場合には、適切な情報提

供が行えるよう、非常勤職員等も含め情報

共有を図っておく必要がある。問い合わせ

を受けた職員が適切に対応できない場合

は、相手に悪印象を持たれてしまうことに

なる。

また、事故や不祥事等に関して行なわれ

た報道情報についても同様であり、特にマ

イナスイメージを含む情報の取り扱いにつ

いては一層の注意を払って対応する必要が

ある。

５ 業務見直しと司書等有資格職員の業務

予算や職員数が増加しない状況におい

て、利用者に評価される図書館サービスを

実施していくためには、日常業務を見直し、

業務の改善・合理化によって作業量を削減

することと、専門性の高い業務を抽出して

作業を再配分することで、専門性の要求さ

れる分野に上質なサービスを提供する体制

を構築する必要がある。

これによって、司書等有資格職員が情報

サービス（レファレンスサービス）や選書

等の専門性の期待される業務に集中するこ

とが可能になり、サービスの質的向上が図

られ、併せて司書有資格者の業務負担の軽

減が図られる。この際、経験の蓄積による

サービス向上や業務で習得した知識・技術

を他の職員に伝承できるような館内研修体

制にも配慮する必要がある。

これまでの調査においては、司書有資格

職員とそれ以外の職員の業務の分類を十分

に行っていない図書館も多く、職員数の多

い都道府県立図書館においても同様の状況

である。これらの図書館においても業務の

見直しが必要である。

業務見直しの例として、自動貸出機の導

入によるカウンター業務の自動化がある。

自動貸出機の導入については大学図書館で

進んでいるものの、公立図書館での導入事

例は少ない。しかし、自動貸出機の導入に

より余裕のできた職員をレファレンスカウ

ンターに配置することや、カウンター周辺

にフロア担当職員を配置し、不慣れな利用

者に機械操作の補助をするとともに読書案

内や簡単なレファレンスなどを担当させる

ことによりサービスの向上を図ることもで

きる。このように、業務の合理化にとどま

らず、サービスの充実を図る手段として積

極的に取り組む視点も重要である。

まとめ

公立図書館は、昭和 25 年の図書館法制

定以降、高度経済成長期を経て行政サービ

スの拡大に合わせて発展してきた。しかし、

最近の地方財政の悪化などを背景に行政サ

ービスのあり方の見直しと民間委託の拡大

に伴い、そのあり方に変化が生じている。

しかし、図書館が果たすべき役割は、依

然として幅広く、情報化の進展や生涯学習

の推進等の背景もあり、今後も一層の発展

が期待されている。

一方で、地方分権の推進に伴い、従来の

ような国による統一的な数値目標の策定と

補助金による政策誘導を求めることは困難

であり、地域住民等の声を背景とした地方

自治体における積極的な取組による発展を

図っていくことが必要である。

このため、各図書館におけるサービス向

上と積極的な広報の実施により、図書館の

予算と職員の充実を図り、もって一層のサ

ービスの充実を図っていくことが必要であ

る。図書館職員は、それらのことを十分に

理解して、日常の業務を遂行していくこと

が求められているのである。

付記

本稿は、平成 20 年度第 94 回全国図書館

大会兵庫大会（2008 年 9 月 19 日 於：神

戸学院大学）における分科会（公共図書館）

基調講演「地域の人々に役立つ公共図書館

を目指して」の内容を加筆・修正したもの

である。
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