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「指定管理図書館について三田市への要望と質問」「指定管理図書館について三田市への要望と質問」「指定管理図書館について三田市への要望と質問」「指定管理図書館について三田市への要望と質問」 

「「「「三田市長の回答三田市長の回答三田市長の回答三田市長の回答」に対する」に対する」に対する」に対する分析と評価分析と評価分析と評価分析と評価 

 

 三田市の図書館を考える市民の会が提出した「指定管理図書館について三田市への要望

と質問」について、三田市長から届いた回答はすでにホームページに掲載しています。こ

の回答を詳しく分析しました。以下がその内容です。私たちは改めて三田市に面談を求め

疑問点を質したいと考えています。    

    

ＴＲＣ三田は市民のリクエストをＴＲＣ三田は市民のリクエストをＴＲＣ三田は市民のリクエストをＴＲＣ三田は市民のリクエストを    

｢｢｢｢単なる参考情報単なる参考情報単なる参考情報単なる参考情報｣に｣に｣に｣にししししてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました    

ⅠⅠⅠⅠ    要望要望要望要望    

１１１１....    市民のリクエストを尊重し対応方針を元に戻してください。市民のリクエストを尊重し対応方針を元に戻してください。市民のリクエストを尊重し対応方針を元に戻してください。市民のリクエストを尊重し対応方針を元に戻してください。    

 市民の会の要望の趣旨は、「直営時代とはリクエストへの対応方針が変わってしまった。

リクエストを『参考にする』ではなく、『最大限尊重する』へ戻すこと。購入しない場合は

その理由を明らかにする」というものです。 

 

リクエスト対処方針が変更されたことは、前川千陽館長が「図書新聞」のインタビュー

で次のように明確に答えています。 

＜以前はリクエストされた本は購入を原則として選書されていたようです。その結果と

しての蔵書構成にも再考の余地があると感じました。そこでリクエストは参考情報として

位置付け、総合的な観点から選書を行うというやり方に変えました。リクエストをいただ

く中には図書館として蔵書にしたほうがよいという図書もたくさんあるので、選書会議で

検討し、その結果を市に報告をして、市が決定するという流れをつくっています。『高額

でも価値のある図書は購入してもらえた』という声もあり、ご理解をいただいてきている

と思います＞(図書館新聞 2015 年８月 15 日号) 

 ところが、三田市長の回答では、直営時代と対応方針が変わったか否かについての言及

が全くありません。中教審答申を持ち出し、「個人の要望を踏まえ」「社会の要請を重視し

て」「地域社会の知識基盤を強固なものにする」という「大局的観点から」選定する。した

がって、「指定管理者が説明するとおり」、リクエストは「貴重な参考情報」として取り扱

う、としています。平成 20 年の中教審答申を引用することで、「直営時代も全く同じだっ

た」と主張している印象を受けます。しかし、事実は前川発言にあるとおり、市民に知ら

せることなく「変更」されたのです。 

市長回答の文言を見て行きましょう。「個人の要望を踏まえ」「社会の要請を重視し」の

「踏まえ」の意味は、選書の「基礎にあるのが個人の要望である」ということです。また

「社会の要請」とは、個々人の要望を基礎としてその総体として形成されるもの、と理解

できます。中教審は「『個人の要望』は何よりも尊重されなければならない」、その次に「社

会の要請」を重く見なければならない、としているということになります。ところが、市

の回答では突然、それが「貴重な参考情報」という文言にすり替えられています。選書の

基本となるべきものが、単なる「参考情報」に格下げされる一方で、では何を最も基本的
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なものとして選書が行われるのかという点は、全く述べられていません。拙劣な論理のす

り替えです。回答の文言によれば「大局的観点から」、前記、前川館長の言によれば「総合

的な観点から」ということになりますが、これらは明確な定義さえない選書担当者による

恣意的な基準です。さらに、「指定管理者が説明するとおり」とありますが、指定管理者か

ら「『貴重な』参考情報」にするとの説明すら受けたことはありません。「参考にさせてい

ただきます」との貼り紙があるだけです。これも事実と違います。 

もう一点、前川館長は前記のとおり「選書会議で検討し、その結果を市に報告をして、

市が決定するという流れをつくっています」としていますが、これも事実と違います。「市

に報告する」以前に既に購入手続きが済んでいて、その「購入結果を市に報告する」とい

うのが現在のシステムです。ここでも言葉のごまかしがあります。 

 また、市の回答では「購入できない場合には、その理由について記録に残すよう、指定

管理者に指示いたします」とあります。これまでのＴＲＣ三田の対応は「選書会議の決定

が全て。それ以上の説明が必要なら市の担当部署に聞いてください」ということでした。

今後は「記録に残した理由に基づいて指定管理者が説明する」という方針に転換したので

しょうか。それともその記録に基づいて市が説明するということでしょうか。市民はどち

らに問い合わせをしたらよいのか分かりません。 

 選書には「個人の要望を踏まえ」「社会の要請を重視」する立場を貫き、「リクエストを

最大限尊重する」方針を復活しなければならないと考えます。 

 

 

選書をＴＲＣ三田に任せるのは条例違反です選書をＴＲＣ三田に任せるのは条例違反です選書をＴＲＣ三田に任せるのは条例違反です選書をＴＲＣ三田に任せるのは条例違反です    

 

２２２２....    選書・除籍は一次選考から市が主導する形に改めてください。選書・除籍は一次選考から市が主導する形に改めてください。選書・除籍は一次選考から市が主導する形に改めてください。選書・除籍は一次選考から市が主導する形に改めてください。    

    三田市への「要望と質問」では、市民の会が入手した事実と確実な情報に基づいて、具

体的な事柄に絞りましたので、本質的なことには触れませんでしたが、具体論に入る前に

図書館条例の規定を見ておくことにします。 

元々選書・除籍の業務をＴＲＣ三田に任せ切りにすることは想定されていません。三田

市は図書館に指定管理制度を導入するに際し、図書館条例を改定しました。その図書館条

例第９条「指定管理者による管理」に、指定管理者が行う業務が列挙されています。指定

管理業者にこういう業務をやらせていいですよ、という規定です。その第２項の(２)は「第

４条に規定する事業（図書館の備品とする資料の収集を除く図書館の備品とする資料の収集を除く図書館の備品とする資料の収集を除く図書館の備品とする資料の収集を除く）の実施に関する業務」と規

定しています。第４条には図書館の業務が列挙されていて、第９条はその業務を指定管理

者に任せることができると規定しているのです。第４条の業務の最初に掲げられているの

が「図書館資料の収集、整理及び保存に関すること図書館資料の収集、整理及び保存に関すること図書館資料の収集、整理及び保存に関すること図書館資料の収集、整理及び保存に関すること」ですが、第９条は指定管理者が行う第９条は指定管理者が行う第９条は指定管理者が行う第９条は指定管理者が行う

業務から「図書館の備品とする資料の業務から「図書館の備品とする資料の業務から「図書館の備品とする資料の業務から「図書館の備品とする資料の収集だけは除きます」収集だけは除きます」収集だけは除きます」収集だけは除きます」とととと、、、、明確に規定してい明確に規定してい明確に規定してい明確に規定しているのでるのでるのでるので

すすすす。つまり、図図図図書館の蔵書の選定・購入を指定管理者に任せてはいけません書館の蔵書の選定・購入を指定管理者に任せてはいけません書館の蔵書の選定・購入を指定管理者に任せてはいけません書館の蔵書の選定・購入を指定管理者に任せてはいけません、「図書館の最

も基礎的な仕事なのでこれだけは市が直接やりますこれだけは市が直接やりますこれだけは市が直接やりますこれだけは市が直接やります」と宣言しているのです。これがカッ

コ内に書かれた「図書館の備品とする資料の収集を除く図書館の備品とする資料の収集を除く図書館の備品とする資料の収集を除く図書館の備品とする資料の収集を除く」」」」の意味です。この規定をその通

り素直に理解すれば、「選書・購入までをＴＲＣに任せて最終決定権だけ市が持つ」という
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現行システムは、「条例違反」と言わなければなりません。行政側の「解釈による条例の変

更」と言っても過言ではないと考えます。 

この点、是非市議会で三田市の見解を厳しく質していただきたいと思います。私たちも

図書館担当に詳しい説明を求めたいと思います。 

 

肝心の｢選書能力｣について回答がありません肝心の｢選書能力｣について回答がありません肝心の｢選書能力｣について回答がありません肝心の｢選書能力｣について回答がありません    

    

では、それはそれとして、過去１年間行われた「選書・除籍の実際」に基づいての分析

に移りましょう。    

 私たちの要望の趣旨は、「指定管理者の選書能力に大きな疑問がある」ということを大き

な理由として挙げています。この「選書能力」について回答では全く言及がありません。

もう一点、「市が最終責任を持つ」ということについても、決定後の事後審査では殆んど機

能しないことを指摘しましたが、この点についても回答はありません。また、後段の「質

問」対する回答で、指定管理者の「選書」についても「除籍」についても、「不適」とした

ものは皆無であるとしています。つまり、「指定管理者の判断はすべて正しかった」とお墨

付きを与えています。それなのに何故、選書に対する市民の不満が多いのでしょうか。 

 選書が図書館運営の基本的業務であることは言を俟ちません。その前提は、しっかりと

した「選書方針」があり、「能力のある司書集団が存在」することです。 

まず、「選書方針」はどうでしょうか。６月の末と推測されますが、三田市のホームペー

ジに突然、下記の「三田市の図書館の選書方針」が掲載されました。 

１ 地域の知の拠点としての役割を踏まえる。 

２ 地域の情報ストックとしての役割を踏まえる。 

３ 読書を通じた生涯学習支援としての役割を踏まえる。 

４ 地域や世代ごとの特性・課題並びに各館の利用動向を踏まえる。 

５ 市民や地域社会が必要とする、時宜に即した課題探求の動向を踏まえる。 

６ 出版文化の振興および書店等、情報や著作物の流通に関わる事業者との役割分担を視

野に入れる。 

「平成 27年４月 30 日決定」とあります。直近の図書館評価委員会で「目下策定中」と

の答弁がありましたが、これを指していたようです。６項目の極めて簡単なものです。通

常「選書方針」は、分類別に詳細に具体的に示されますが、このように簡便なものは公立

図書館としては特異です。この方針は図書館のホームページではなく、三田市のホームペ

ージの「文化・スポーツ・学習」の中の「図書館」の項に掲載されています。「選書は三田

市が責任を持つ」のですから、これは当然のことかもしれません。しかし、市民の目には

ほとんど触れないところに掲載されています。その気になって探さないと見つかりません。

三田市も積極的に PRしていないようです。 

「リクエストへの対処方針」は明示されていませんが、リクエストに関わると思われる

項目は、４の「地域や世代ごとの特性・課題並びに各館の利用動向を踏まえる」と、５の

「市民や地域社会が必要とする、時宜に即した課題探求の動向を踏まえる」でしょうか。

しかし、何とも分かりにくいです。 



4 

 

とは言え、曲がりなりにも「選書方針」は明らかにされました。 

次は選書「能力のある司書集団が存在」するかどうかです。市民の会はＴＲＣ三田には

その能力はなさそうだと考えています。そのことは理由を挙げて要望書に書きました。し

かし三田市は、「能力分析」をしなかったようです。要望の主要部分は無視された形です。

このような回答は全く意味を持ちません。 

次に、では三田市には選書能力があるのか、ということになります。三田市には直営図

書館の中核を担っていた司書がまだ何人も市職員として残っています。現在は司書として

の能力を生かせない部署に配置されているようですが、それらの人材を活用すれば十分に

可能です。ＴＲＣ三田の職員とは比べ物にならない優れた能力があると考えています。 

さらに不思議なことがあります。結論として「その結果について市が長期的・地域的視

野からの補完・確認を行うという現行どおりの役割と手順」がふさわしいと述べられてい

ます。選書・除籍とも「市が最終責任を持つ」ということと、「補完・確認を行う」という

ことはイコールでしょうか。「補完」ということは「不都合な部分があったら直して上げま

す」という意味です。「責任を持って監督する」というより「助けてあげる」という、ずっ

と緩く甘い姿勢です。ここでもまた、言葉のすり替えが行われています。 

結論として「選書・除籍ともＴＲＣ三田に任せ市はそれを補完・確認する」というのが

三田市の最終的態度です。このことが最初に述べたように条例違反であり、かつ現実を見

れば、ＴＲＣ三田に選書能力はなく、三田市のチェックも大甘なのです。是非、正常な姿

に戻してください。 

 

３３３３....    2014201420142014 年度の図書館基本データを早急に公表してください。年度の図書館基本データを早急に公表してください。年度の図書館基本データを早急に公表してください。年度の図書館基本データを早急に公表してください。    

 この要望の趣旨は、評価委員会の審議がずっと基礎データなしで進められてきたこと、

評価の結論を出す前に具体的データが示されなければ意味がないこと、また市民が指定管

理図書館の１年を評価する際にも基礎データは不可欠であること、などの理由を示し、月

次データの公表を求めたものです。しかし、回答はそのことは全く黙殺し「秋口の公表に

向け編集作業を進めさせている」と述べるに止まっています。2013年度の図書館年報の完

成は１年近く遅れました。従来、年報は遅くとも新年度の８月初めには公表されてきまし

た。それが今回は「秋口」という表現です。９月？10 月？ いずれにしろ、また遅れるわ

けです。年報が遅れるようなら、月次データを公表してほしいというのが市民の会の要望

ですが、出来ないのならばその理由を明らかにすべきです。黙殺とは一体どうしたことで

しょう。2013 年度年報が 1 年近く遅れたことを考えれば、「秋口の公表」にも疑問符が付

きます。情報公開請求が必要かもしれません。 

 

４４４４....    ＴＲＣＴＲＣＴＲＣＴＲＣ三田の図書館運営には大きな問題があります。市の適切な対応を求めます。三田の図書館運営には大きな問題があります。市の適切な対応を求めます。三田の図書館運営には大きな問題があります。市の適切な対応を求めます。三田の図書館運営には大きな問題があります。市の適切な対応を求めます。    

 この項目についてもＴＲＣ三田は事務能力を欠くこと、職員の大量退職によって発足時

から不安視された図書館全体の人的な質が低下していること、開館時間の拡大以外に見る

べき成果を上げていないこと、等々の具体的な事実を指摘しつつ改善を求めたのですが、

木で鼻を括ったような回答になっています。 

 市がＴＲＣの「非常に大きな成果」の根拠として唯一挙げているのが、来館者調査では
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96％の方々から「評価できる」の回答があったことです。この調査は数的にも極めて限定

的なもので、評価委員会では「全体の評価としては抑制的でなければならない」とされた

のではなかったでしょうか。また、具体的な成果の内容にはまったく言及がありません。

それに、この調査結果そのものが公表されていません。具体的な中身を是非知りたいもの

です。 

 また、今年度は「指揮・監督に努めつつ、ＴＲＣと協働しながら……務めて参ります」

と述べています。細かいことのようですが、「指揮・監督する側」と「指揮・監督される側」

との間に「協働」という関係が成り立つものでしょうか。「協働」についての三田市の定義

を知りたいものですが、市のＴＲＣ三田に対する「甘い姿勢」を象徴しているように感じ

られてなりません。 

 

５５５５....    市まちづくり部生涯学習支援課「図書館担当」の体制を強化・改善してください。市まちづくり部生涯学習支援課「図書館担当」の体制を強化・改善してください。市まちづくり部生涯学習支援課「図書館担当」の体制を強化・改善してください。市まちづくり部生涯学習支援課「図書館担当」の体制を強化・改善してください。    

 ここでは、評価委員会で明らかになった「事務局としての役割を果たせていない」事実

を挙げて指摘しましたが、そのことについての回答は全くありません。何故反論しないの

でしょうか。市民の会はホームページにも「要望と質問」の全文を掲載しています。その

中で、三田市の図書館担当は「能力に欠ける」と言っているのです。公衆の前で批判され

ているのですから、もし事実と違うのであれば、反論して取り消しを要求するのが当然だ

と思いますが、何も触れられていません。「馬鹿な市民の言うこと」とし黙殺したのでしょ

うか。残念です。 

「業務量の変動には……課内で横の連携を取りながら柔軟に対応する」と述べています。

現実に仕事が間に合わず、評価委員会で釈明と謝罪の連続だったのは、その「連携」が全

く働いていなかったことの証拠ではないのでしょうか。これまでできなかったことが、こ

れからはできる保証がどこにあるのでしょう。指摘された事実には答えず、こんな形式回

答で済ませようとするのは、「図書館」を軽く見ているとしか思われません。それに図書館

業務に精通したスタッフが生涯学習支援課内に豊富に居るとは聞いていません。３人の図

書館担当のうちでも一人は長期休暇中で、補充されたのは経験のないアルバイトと聞いて

います。 

もう一点、障害者に対する認識についても全く回答がありません。 

 

    

欠陥ソフトでも障害者のためには欠陥ソフトでも障害者のためには欠陥ソフトでも障害者のためには欠陥ソフトでも障害者のためには    

｢あった方が良い｣という｢あった方が良い｣という｢あった方が良い｣という｢あった方が良い｣という驚きの驚きの驚きの驚きの姿勢姿勢姿勢姿勢    

    

６６６６....    電子図電子図電子図電子図書館の音声読み上げソフトを直ちに撤廃してください。書館の音声読み上げソフトを直ちに撤廃してください。書館の音声読み上げソフトを直ちに撤廃してください。書館の音声読み上げソフトを直ちに撤廃してください。    

 電子図書館音声読み上げソフトが欠陥品であることを具体的に指摘し、視覚障害者にと

っては「百害あって一利なし」であることを指摘しました。この回答は理解できません。 

 「誤読の事例がみられる」と述べ、誤読については認めました。しかし、決して「事例

がみられる」程度のものではなく、「誤読の事例だらけ」なのです。かつ「イントネーショ

ン」「間」「切り繋ぎ」など表現レベルの低さにより、意味が「正しく伝わらない、誤って
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伝わる」例を合わせれば、とても実用に耐えるソフトではありません。また、誤読は「ウ

ェブページ読み上げ機能に共通する事象」だとしていますが、一体どのくらいのソフトを

比較検証したのでしょうか。誤読がずっと少ない優れたソフトは既に開発され、かつ日進

月歩の状態にあります。費用を惜しまず優れたソフトを導入すれば解消されることでもあ

るのです。何故、「ソフトを更新して改善する」という回答にならないのでしょうか。 

 そのように、出来る対策を取らず、「インターネットを通じて手軽にアクセス可能となっ

た情報の範囲や量が飛躍的に拡大された」が、それを中止すれば「図書館を含めた視覚障

害者向けの情報提供サービスの現時点での到達点を後退させる」ので、それはできないと

いう趣旨の言い訳をしています。私達が述べているのは三田市立図書館のサービスに限定

してのことで、音声読み上げサービス一般を否定・批判している訳ではありません。 

三田市以外の多くの音声読み上げサービスは、「精確性」を基本的条件としています。そ

れが正しい態度です。どんなに「情報の範囲や量」が拡大されようと、そこで提供される

情報が「間違いだらけ」だったら、意味を持たないどころか視覚障害者の不利益を拡大す

るだけ、ということを何故理解できないのでしょう。「実質は従の問題。情報接近手段の拡

大の方が大切」とする三田市の姿勢は、障害者福祉の視点からも厳しく批判されなければ

なりません。一般市民向けのサービスでも、「内容に少々間違いがあっても、情報量・獲得

手段が広がるのだからそれでいいでしょう」と言えますか。障害者差別と受け取られても

仕方ないと思います。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    質問質問質問質問    

１１１１....    選書および除籍で三田市が「不適」とした冊数と書名をお知らせください。選書および除籍で三田市が「不適」とした冊数と書名をお知らせください。選書および除籍で三田市が「不適」とした冊数と書名をお知らせください。選書および除籍で三田市が「不適」とした冊数と書名をお知らせください。    

 選書および除籍で三田市がＴＲＣ三田の決定を「不適」としたものは皆無でした。当然

予測できたことです。選書でいえば「選ばれたもの」と「選ばれなかったもの」の比較対

照がなければ、適否の判断は下せませんが、それが十分に行われたかははなはだ疑問です。

また、リクエストでどのような本を「却下」したかが、正確に市に報告されていたとも思

えません。これは図書館担当との会話からほぼ明らかです。「選書一覧」だけを眺めたとこ

ろで、「否」の理由を見出すのは難しいでしょう。 

 除籍では４点について「再精査」を求めたが「特に問題がなかった」と述べています。

「再精査」を求めた以上、理由があったわけですが、その結果、「特に問題がなかった」と

いうのが良く理解できません。再精査を求めたそのこと自体が間違いだったということな

のでしょうか。どうも良く分かりません。 

  

２２２２....    「資料拡充が行われた」調査相談室・児童室の増加冊数と書名をお知らせください。「資料拡充が行われた」調査相談室・児童室の増加冊数と書名をお知らせください。「資料拡充が行われた」調査相談室・児童室の増加冊数と書名をお知らせください。「資料拡充が行われた」調査相談室・児童室の増加冊数と書名をお知らせください。    

 ＜以前はリクエストされた本は購入を原則として選書されていたようです。その結果と

しての蔵書構成にも再考の余地があると感じました＞。前にも引用した前川館長の言葉で

す。評価委員会でももう少し強い表現で、直営時代には不適切な選書が行われていたため

本来、図書館が備えるべき資料が欠けていた。特に調査相談室、児童室の資料を拡充し図

書館の蔵書水準を引き上げた――とＴＲＣ民営化 1 年の成果として主張しました。そのリ
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スト提示を求めたわけですが、「冊数や書名の集計はシステム上できない」という回答でし

た。「集計できないこと」を「成果」として強調する、という奇妙なことになっています。

これでは、ＴＲＣ三田が単に主張しているだけで、その裏付けを確認することはできない

ことになります。評価委員会で何度も見聞きしたやり取りと同じです。市の担当者は「そ

れでよし」としているのです。 

但し、26年度トータルの増加冊数は分かるから、書名一覧については指定管理者に聞き

なさい、としています。「『閲覧』を請求しなさい」ということなので、近々にそうしたい

と思います。しかし、気になるのは「閲覧」とあること。見せるだけで「リストの提供は

しない」という意味にも受け取れます。 

 

３３３３....    2014201420142014 年度の図書館職員の入れ替わりの総数と理由をお知らせください。年度の図書館職員の入れ替わりの総数と理由をお知らせください。年度の図書館職員の入れ替わりの総数と理由をお知らせください。年度の図書館職員の入れ替わりの総数と理由をお知らせください。    

 図書館職員の入れ替わりについては具体的に数字を示しました。しかし、その結果がも

たらしたことについては何も述べていません。また、退職等の理由については「指定管理

者の人事上の事項」なので答えかねる、となっています。「答えかねる」ということは、市

としは「理由を掌握しているが、答えられない」という意味になります。しかし、どのよ

うな理由で 16人もの大量退職者が出たのかということは、三田市としての関心事でなけれ

ばなりません。それによって図書館の「人的な質」が「大きく損なわれている」と推測さ

れるからです。市長が一般市民に答えかねる問題であるなら、市議会に働きかけて問題点

を明らかにするよう促さなければなりません。是非、市議会で理由を明らかにして欲しい

と思います。 

 

５５５５....    2015201520152015 年度の職員数年度の職員数年度の職員数年度の職員数 7777 名減によって指定管理料の減額は行われますか。名減によって指定管理料の減額は行われますか。名減によって指定管理料の減額は行われますか。名減によって指定管理料の減額は行われますか。    

 2015 年度は総職員数が７名減になって当然人件費は減ります。初年度の委託管理料と同

額であるのはおかしい訳で減額されるものと信じていましたが、「それはしない」との回答

です。その理由として、2014年度においても、人件費の余剰分は「電子図書館、視覚障害

者向け電子図書館システム（読み上げ機能のこと？）、ＩＣタグ、生涯学習講座などなどの

改善・充実に充当されているから」と述べています。ということは、上記諸項目には当初

予算は計上されておらず人件費余剰分を充てた、あるいは当初計上されていた予算以上の

費用をかけた、ということになります。にわかには信じがたい話です。人件費を絞ること

でしか利益を上げられない図書館運営の実情の中で、ＴＲＣ三田は折角出た利益をこんな

風に「市民のために使ってくれる」素晴らしい企業ということになります。市議会で決算

書を綿密にチェックして欲しいと思います。 

 

６６６６....    電子図書館の貸出人数、貸出点数、利用率をお知らせください。電子図書館の貸出人数、貸出点数、利用率をお知らせください。電子図書館の貸出人数、貸出点数、利用率をお知らせください。電子図書館の貸出人数、貸出点数、利用率をお知らせください。    

 電子図書館の利用データについて、登録者数と閲覧回数以外は、「システム上集計されて

おりません」と事も無げに回答しています。登録者のうちどれだけの人が利用したか、利

用された点数はどのくらいになるか、利用率はどうか、などなどの利用の具体的データ無

しに、電子図書館をどう評価しろというのでしょうか。一般図書については綿密にデータ

がとられ、それを基に評価がなされる訳ですが、電子図書館はどうでもいいということの
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ようです。「システム上集計されておりません」ということは、「集計不能」ということで

はなく、「やろうと思えばできる」ことを意味します。「集計する」のが管理者の義務です。

データを示してください。 


