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電子図書館電子図書館電子図書館電子図書館    人気さっぱり人気さっぱり人気さっぱり人気さっぱり    

「今後は郷土資料と障害者サービスに特化」「今後は郷土資料と障害者サービスに特化」「今後は郷土資料と障害者サービスに特化」「今後は郷土資料と障害者サービスに特化」    

三田市の担当者が方針転換を明言三田市の担当者が方針転換を明言三田市の担当者が方針転換を明言三田市の担当者が方針転換を明言    

 

 きょうは先にお約束していた１０月の図書館運営評価委員会で明らかになった「電子図書

館の方針転換」について報告します。 

 ご存知のように三田市と図書館を運営するＴＲＣ(図書館流通センター)は、昨２０１４年８月

１日に電子図書館サービスを開始しました。市民の関心を呼びたちまち登録者は１２００人を

越えました。現在で１４００人ほどになっている

ようです。蔵書は実用書を中心に、スタート当

初で約３０００タイトル、現在では３２００タイトル

ほどとされています。ところが、発足半年ほど

を経たころから登録者はさっぱり伸びない、利

用数も上がらないという現象が顕著になりまし

た。図書館評価委員会でも、「読みたい本が

一冊もない」「こんな不完全なものを急いで作

る必要があったのか」など、批判の声が出るよ

うになりました。 

 そしてついに、今年(２０１５年)１０月の図書

館評価委員会で、市の責任者であるまちづく

り部生涯学習支援課図書館担当の印藤昭一

参事が、方針転換をすると表明しました。印藤

参事は＊＊＊＊コンテンツが少ない、＊＊＊＊著作権がら

みでコンテンツが限定され大幅な増加が期待できない、＊＊＊＊利用料が高い、などの理由を挙

げ今後は「選択と集中」の観点から電子図書館を見直したいと述べました。具体的には、入

手困難な郷土資料・歴史資料、行政資料などに重点を移し、検索機能を活用して利用しや

すい環境にしたいというのです。ただ、視覚障害者のための読み上げ機能つきコンテンツ

(音声電子図書)は一層充実したい、遠隔地の来館困難者のための一般電子図書も維持・

継続はしてゆきたい、との方針を述べました。 

 

「先進的無知」が招いた結果「先進的無知」が招いた結果「先進的無知」が招いた結果「先進的無知」が招いた結果    

 「先進的取り組み」と大々的に宣伝し、メディアでも紹介された三田市立図書館の「電子図

書館」が、たった１年で頓挫したわけです。今後は郷土・歴史資料と行政資料に重点を置く

と言いますが、行政資料・行政記録なら三田市および三田市議会のホームページで検索可

能です。図書館がダブルでやる意味がどこにあるのでしょうか。郷土・歴史資料が電子化さ

れれば確かに便利です。しかし、電子化の作業には時間と人手がかかり多額の費用を要し

ます。どのような工程を考えているのでしょう。 
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でも、こう明言した以上何かやらなければいけないということなのでしょうか。早速、二つの

コンテンツが電子図書館にアップされました。「三田本町史」と「元良勇次郎博士小伝」です。

この二つは電子図書館に登録していない人でも見ることができます。是非一度見てください。

単に紙資料を画像化しただけのもので、１回だけ拡大できて何とか読めますが、文字はにじ

んでいるし、左右のページが逆方向に傾いているし、目が疲れてとても長時間は読めません。

目次検索もページ検索もまったくできません。冒頭に「伸びゆく三田」の２０１４年７月１日号

のトップページの写真を載せました。この紙面で１か月後から「電子図書館サービス」がスタ

ートすることが予告されました。そこには電子図書の利点として「語句の検索ができたり、…

…また文字の大きさの変更もできるので、どなたでも読みやすい……」と述べられています。

で、図書館本館に問い合わせてみました。三田図書館で経験１年半(他館と合わせると経験

２年半とか)というサブチーフの男性司書が応対してくれました。この人が電子図書館担当の

ようでした。「これを電子図書というのですか」と質問すると、「はいそうです」とのことでした。

常識的には、人の手かＯＣＲで入力して、キチンと編集し検索機能・拡大縮小機能を付けた

ものを電子図書というのだと思いますが、「これも電子図書です」何の疑問も持っていない様

子でした。前述のとおり印藤参事も「検索機能を活用して……」と述べていますが、トップバ

ッターがこの程度では先が案じられます。こんなことを「電子化」というのだとしたら利用者を

愚弄しています。 

 電子図書館が振るわない理由として印藤参事が挙げた理由は、スタートしてみて初めて分

かったことでは決してありません。コンテンツが「高い・少ない・増えない」ことは、２０１３年の

時点では「常識」でした。だからほとんどの図書館は手を出さなかったのです。それをＴＲＣ

商法に乗せられて「先進的取り組み」などと舞い上がってしまったのです。三田市はまさに

「先進的無知」を曝してしまったと言わなければなりません。「選択と集中」などという聞こえの

いい言葉を使っていますが、要は大失敗に終わった電子図書館をなんとか維持・継続する

ための後付けの理屈にすぎません。行政は失敗を認めたがりません。何とか糊塗しようとしま

す。そしてそのために無駄な公費が使われ続けます。政府の施策、各地の自治体などで、

これまで何度も目にしてきたことが、三田市でまた行われようとしているのです。 

三田市は電子図書館からきっぱりと撤退すべきです。 

 

市民には、未だ一切知らせず市民には、未だ一切知らせず市民には、未だ一切知らせず市民には、未だ一切知らせず    

 元々、人口１１万４０００人ほどの小さな市が「自前の電子図書館」を持つ必然性がどこにあ

ったのでしょう。蔵書３９万冊の図書館が３０００点ほどの電子書籍を持ったからと言って、そ

れで遠隔地の市民への「十分なサービス」になると本気で考えたのでしょうか。紙の蔵書の

１％にも満たない数です。また、１００冊にも及ばない音声電子図書で視覚障害者のアクセ

シビリティが広げられると考えたとしたらお笑い草です。視覚障害者でネットに練達した人た

ちは、自力で新聞も読めばサピエ図書館(*)も利用されています。デイジー図書(*)もどんどん

取り寄せて読んでおられます。「社会的誤読」を設置者自身が認めざるを得ない代物で、ど

んなサービスができるというのでしょうか。仮に電子図書館が必要だとしても、もっと広域を対

象にしたもの、例えば１県に１館あれば充分というものだと考えます。 

   <注>(*)は一般にはなじみの薄い事柄だと思われますので簡単な解説を。①サピエ図書館＝＝＝＝視覚障害



3 

 

者及び視覚による表現の認識に障害のある人達に、点字データ・デイジーデータをはじめ、地域・生活
情報などさまざまな情報を提供するネットワーク。日本点字図書館がシステムを管理し全国視覚障害者
情報提供施設協会が運営している。視覚障害者など有資格者は会員登録することにより、ホームペー
ジからパソコンや携帯電話でダウンロードできる。加えて各館が所蔵する５６万タイトル以上の膨大な資
料をオンラインリクエストなどによって利用できる。②デイジー図書(デイジーデータ)＝デジタル録音され
た「音声による本」。通常はＣＤの形で提供される。１枚に６０時間以上収録でき優れた検索機能を持
つ。 

 

 「伸びゆく三田」の２０１４年７月１日号では、「今後は従来の書籍との役割分担をしながら、

電子書籍の収集に努めます」と述べています。印藤参事は「来館困難者のための一般電子

図書も維持・継続する」としていますが、それはリップサービス程度のもので、一般向け電子

図書も視覚障害者向け音声電子図書も、これからどんどん増えるとはとても考えられません。

第一、印藤参事が認めた通り「数が少なく高価」なのですから。現状維持が精一杯という所

でしょう。 

 それなのに、こうした方針転換は一切市民に知らされていません。評価委員会で明らかに

した際、委員から「直ちに広く市民に広報するよう」に強く求められたにもかかわらずです。

印藤参事はこのあと、横浜市で開かれた「図書館総合展」のフォーラムにパネラーとして参

加していますが、そこでは明確に表明しています。評価委員の意見を無視して市民には知

らせず、対外的には明らかにする。これほど市民を愚弄した振る舞いはありません(フォーラ

ムでの印藤参事の発言については後述します。フォーラムの模様は youtube で視聴するこ

とができます。URL は https://www.youtube.com/watch?v=PBOPy4vuevM です)。 

 三田市は電子図書館の方針転換の事実とその理由を、まず市民にしっかり知らせなけれ

ばなりません。 

 

費用はどのくらい？費用はどのくらい？費用はどのくらい？費用はどのくらい？    誰が選書？誰が選書？誰が選書？誰が選書？    

 電子図書館にどのくらいのお金が注ぎ込まれたのでしょうか。三田市では一切明らかにさ

れていません。そこで大阪府松原市の例から考えてみます。松原市民図書館も２０１４年１０

月から電子書籍サービス事業を開始したそうです。以下は「明日の松原市民図書館を考え

る会」のホームページからの引用です。 

まず委託料・システム構築費が４３５万２０００円、毎月の使用料・賃借料が税込み１０万８０

００円×６か月分=６４万８０００円。導入初年度に５００万円かかっています。そして次年度２０

１５年には２３７万９０００円の予算が組まれているとのことです。毎月の使用料・賃借料だけ

なら１２９万６０００円のはずですから、差し引き１０８万３０００円が電子書籍購入費用ではな

いかと、「考える会」では推測しています。 

 類推すると三田市でも同じくらいのお金がかかっていると考えられます。しかし、電子図書

館の仕組みは全く分かりません。システムとノウハウはレンタルなのか買い取りなのか、どこ

の会社のものを使っているのか、３０００タイトルの電子図書の「選書」はどのように行われた

のか、誰が行ったのか、市はチェックしたのか、そもそも選書という手続きがあったのか――

などなど疑問は沢山あります。評価委で指摘されたように「読みたい本は一冊もない」とすれ

ば、この３０００タイトルは勿論、電子図書館そのものものが全く無駄な投資だったということに

なります。武雄図書館の資料購入で明らかになったように、どこかのバッタ物を一括購入した
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疑いすら生じてきます。そして、電子図書に投入されたお金の分だけ一般書籍の購入が減

らされたということにはならないでしょうか。 

 

図書館年報にデータがない図書館年報にデータがない図書館年報にデータがない図書館年報にデータがない!!!!!!!!    

２０１４年度(平成２６年度)の「図書館年報」がやっと公開されました。４０ページに「図書館

運営の決算額」が掲載されていますが、電子図書館の費用がどの費目に含まれるのか皆目

分かりません。また、電子図書館関係のデータは３０ページに「登録者数」の表があるだけで

す。８月から年度末までに１２７０人が登録したと記されています。一般の蔵書については、

細かな利用状況が掲載されているのに、「この年の目玉」としてスタートした電子図書につい

ては、「利用者数」「利用回数」「利用率」「一人当たりの資料費」などのデータは一切ありま

せん。しかし、ＴＲＣから市に提出されている毎月の「運営報告書」には、「コンテンツ閲覧統

計」が表記されています。２０１４年度の資料は手元にありませんが、今年２０１５年の４月から

９月までの記録では、最低が６月の１６９回、最高が８月の２６２回と記されています。ここにも

「利用者数」の項目はありませんが、「曜日別」「時間別」の利用統計はあります。こんなに細

かいデータまで取れるのですから、上記のような必須データも簡単に取れるはずです。 

なのに、年報に一切記録がないのはどうしてなのでしょう。３２００冊に対し最高で月２６２

回の利用者数ですから、期待外れだったことは歴然です。予想に反して低調だった実態を

隠すために意図的にデータを載せなかったとすれば、とんでもないことです。こうした「記録

の操作」に私たちの不信は増すばかりです。市民の税金を使った事業です。情報隠しはや

めてきちんとデータを示すよう求めます。 

「選択と集中」を名目に方針転換をして、今後はどのくらいのお金が使われるのか、システ

ム、ノウハウに支払う使用料と電子図書購入予算はどのくらい計上されているのか、市議会

と評価委員会でぜひ質していただきたいものです。 

 

音声電子図書は「さらに拡充」の意向音声電子図書は「さらに拡充」の意向音声電子図書は「さらに拡充」の意向音声電子図書は「さらに拡充」の意向    

 次に取り上げるのは視覚障害者向けの読み上げ機能つきコンテンツ「音声電子図書」で

す。方針転換にもかかわらず、印藤参事は「音声電子図書」はさらに拡充すると述べました。

１０月の評価委には何故かＴＲＣの金子・大阪支社長が出席していて、この件について長広

舌をふるいました。曰く、音声読み上げコンテンツを新たに１万２０００点購入した、これからも

充実する、無料で貸し出せる……と。まるで既に三田市立図書館が１万２０００点も新たに購

入したような口ぶりでした。しかし、検索してみてもそんな事実はありません。要するにＴＲＣ

はそれだけの数の音声図書を持っているから、三田市も買ってください、という宣伝なので

す。「無料で貸し出せる」も、利用する市民にとって無料ということで、これは図書館だから当

たり前のこと。その前に三田市が大金を払って買わなければならないのです(実際には指定

管理料の資料費が使われる？)。要はＴＲＣの売り込みなのです。こんな”セールストーク”を

評価委でさせる三田市も三田市です。その場には本田嘉昭まちづくり部長、仲井浩一同次

長、松下晋也生涯学習支援課長のお歴々がいたのです。が、ただただ拝聴するだけ、誰一

人この発言を制止しようとはしませんでした。傍聴していて強い違和感を持ちました。 
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誤読頻発の欠陥ソフトはそのまま誤読頻発の欠陥ソフトはそのまま誤読頻発の欠陥ソフトはそのまま誤読頻発の欠陥ソフトはそのまま    

 さて、「音声電子図書」の拡充ですが、三田図書館が使っている読み上げソフト(音声エン

ジン)に欠陥があることは昨年の評価委で取り上げられ、とんでもない誤読が発生してとても

聞けた代物でないことが指摘されました。市民の会でも実際に幾つかのコンテンツを聞いて

みてホームページで報告しました。この点は未だに全く改善されていません。そのような状

態で、いくらコンテンツを増やしても視覚障害者が安心して利用することはできません。 

「誤読」については市議会でも取り上げられ、三田市は誤読の多発を認めたうえで、「利用

者に注意を促したい」と答弁しました。そして９月３０日、図書館のホームページに「音声読み

上げ機能について」    として、「「「「音声読み上げ機能対応コンテンツで、一部読み間違いがあり音声読み上げ機能対応コンテンツで、一部読み間違いがあり音声読み上げ機能対応コンテンツで、一部読み間違いがあり音声読み上げ機能対応コンテンツで、一部読み間違いがあり

ますので、ご了承お願いいますので、ご了承お願いいますので、ご了承お願いいますので、ご了承お願いいたします。」たします。」たします。」たします。」との「お断り」が掲載されました。誤読の発生頻度は

「一部読み間違い」などという穏やかなものではありません。まして、目で確かめることのでき

ない視覚障害者は、「読み上げられた内容が間違いであることすら認識できない」場合が多

いのです。それを、どう了承しろというのでしょう。視覚障害者の読書実態を全く知らない者

の発想と言わなければなりません。こんなお断りは何の役にも立ちませんし、このような市の

姿勢は極言すれば「誤読をよし」とすることになり、「障害者差別」に当たります。視覚障害者

の知る権利を無視した大問題のお断りです。 

それでもなお、三田市は「音声電子図書」を推進しようとしています。何故なのでしょうか。

その大きな理由として挙げているのが来年４月１日から施行される「障害者差別解消法」で

す。この法律は障害者の社会的不利益を解消するために、地方自治体にも「合理的配慮」

を義務付けています。ＴＲＣはこの法律をビジネイスチャンスと捉えているようです。三田市は

どうもそれに乗せられて、印藤参事はそのお先棒を担がされているように感じます。しかし、

三田市が先ずやらなければならないことは、「差別」と意識せずにやっている「差別的行為」

をなくすこと、それに市職員の徹底的な意識改革ではないでしょうか。 

 

印藤参事がフォーラムで基調講演印藤参事がフォーラムで基調講演印藤参事がフォーラムで基調講演印藤参事がフォーラムで基調講演    

印藤参事は前川千陽・三田市立図書館長と一緒に昨年と今年と２年続けて、横浜市で開

かれた「図書館総合展」のフォーラムに出席しました。今年のテーマは「障害者差別解消法障害者差別解消法障害者差別解消法障害者差別解消法

と図書館―読書アクセシビリティの視点から―と図書館―読書アクセシビリティの視点から―と図書館―読書アクセシビリティの視点から―と図書館―読書アクセシビリティの視点から―」というものした。 

このフォーラムの狙いは次のようなものです。主催者の呼び掛けから引用します。＜「障害

者差別解消法」が施行され、行政機関の障害者に対する「合理的配慮」が義務となる。公共

図書館においては、音声読み上げ、文字の拡大等々が用意されねばならなくなるであろう。

そしてこれを実現するのに「紙の本でするのか電子書籍でするのか」。その答えは明解であ

る。つまり、電子書籍サービスの導入は否が応にも検討されねばならなくなる。それを、公共

図書館関係者はともかく、電子図書館を提供する各社は意識しているのか。このフォーラム

では、日本における電子図書館サービスの主要プレーヤーが総揃いする＞。アクセシビリテ

ィというのは要するに、視覚障害者の読書手段を拡充し、情報により接しやすいより読みや

すい環境を作ろうという意味でしょう。 
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このフォーラムの主催者は「図書館総合展運営委員会」とあるだけで、どのような団体かよ

く分かりません。総務省、文科省はじめ沢山の団体が後援をしています。企画・運営は「株

式会社カルチャージャパン」とあります。全体の印象からは、ＴＲＣをはじめ図書館関係企業

が中心となって企画した、公立図書館に電子図書を売り込むための「理論構築の場・広報

の場」ということのようです。 

印藤参事と前川館長は、すでに電子図書館を運営している「先進的公立図書館先進的公立図書館先進的公立図書館先進的公立図書館」の代表

として招かれたのでしょう。現職の公務員がこうした商業色の強いフォーラムに参加すること

すら、如何なものかと思いますが、印藤参事は今年のフォーラムで「基調講演者」として主役

の役割を果たしました(基調講演は別項で掲載しますので参考にしてください。フォーラムの

全体についても時間がある方は是非聞いてみてください)。 

 前述のとおり、印藤参事はこの基調講演の中で、「電子図書館の方針転換」を表明したの

です。「電子図書館推進」を目的としたフォーラムで、のっけから悲観的な事実を明らかにし

た訳で、主催者はどう感じたことでしょう。それはそれとして、印藤参事の発言内容は、三田

市の紹介から始まって図書館の役割などにも触れていますが、話が冗長なので電子図書館

に絞って順を追って箇条書きにして紹介します。 

①「地域市民」に開かれた図書館の一つのツールとして電子図書館を導入した(「地域市

民」というのは印藤参事本人の造語とのことです。定義は発言全文を参照してくださ

い)。 

②導入の目的は、図書館から遠距離に住む市民へのサービスと障害者に対する情報サ

ービスの二つである。 

③現時点での利用登録者は１４００人。当初の熱気はどこへやら、新規の利用登録者は 

限られた数になっている(利用者数の言及はない)。 

④遠隔地サービスの手段としては限界があるというのが利用者サイドからの評価である。 

⑤コンテンツは限定されており利用料が高い。一般利用者からは魅力があるとは評価さ 

れていない。 

⑥遠隔地サービスとして意味がないとは言わないが、今後電子図書館が生きて行く道は

「障害者対応」と「地域資料を提供する場」の二本柱だと考える。 

⑦コンテンツが限定されているという問題は、障害者差別解消の観点からも課題である。 

⑧視覚障害者向け読み上げサービスでは誤読が多いという問題がつきまとう。図書館サ

ービスの場合は「誤読が社会化」する。 

⑨「誤読の社会化」に対応するためには「人力サービス」の併用が求められるが、その担

い手のスキルが問題になる。 

➉三田市は従来、人力サービスをボランティアの活用という形で提供してきたが、将来は

図書館スタッフの固有の仕事として業務の中に位置づけて行く必要があると考えてい

る。 

    

結局｢電子図書はいらない｣という結論？結局｢電子図書はいらない｣という結論？結局｢電子図書はいらない｣という結論？結局｢電子図書はいらない｣という結論？    

 以上が要旨です。もっと要約すると、 
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電子図書館は遠隔地サービスには向かない、電子図書館は遠隔地サービスには向かない、電子図書館は遠隔地サービスには向かない、電子図書館は遠隔地サービスには向かない、    

市民からはそっぽを向かれた、市民からはそっぽを向かれた、市民からはそっぽを向かれた、市民からはそっぽを向かれた、    

今後は今後は今後は今後は視覚障害者サービスと地域資料提供に特化する、視覚障害者サービスと地域資料提供に特化する、視覚障害者サービスと地域資料提供に特化する、視覚障害者サービスと地域資料提供に特化する、    

でもやはりコンテンツの問題はつきまとい誤読の社会化という問題もある、でもやはりコンテンツの問題はつきまとい誤読の社会化という問題もある、でもやはりコンテンツの問題はつきまとい誤読の社会化という問題もある、でもやはりコンテンツの問題はつきまとい誤読の社会化という問題もある、    

だから人力サービスだから人力サービスだから人力サービスだから人力サービス((((人による音訳サービス人による音訳サービス人による音訳サービス人による音訳サービス))))を併用する、を併用する、を併用する、を併用する、    

でもボランティアだとスキルが問題、でもボランティアだとスキルが問題、でもボランティアだとスキルが問題、でもボランティアだとスキルが問題、    

だから図書館スタッフが直接関わる方向へ行きたい、だから図書館スタッフが直接関わる方向へ行きたい、だから図書館スタッフが直接関わる方向へ行きたい、だから図書館スタッフが直接関わる方向へ行きたい、    

ということになります。何のことはありません。結論としては、一般サービスとしても視覚障

害者サービスとしても、「電子図書館が果たせる役割」をほとんど否定しているのです。その

意味では至極まともな意見です。もっとも誰が考えてもこういう結論になるのですが…。 

 しかし、印藤参事の凄いところは「それでもなお、電子図書館は必要だ」と強引に結論づけ

るところです。以上は今年のフォーラムでの発言ですが、昨年のフォーラムでは「視覚障害

者のアクセシビリティ拡充のためには出費を惜しまない。一人でも二人でも利用してくれれ

ば十分だ」との趣旨の発言をしています。まるで市長になったような発言ですね。費用対効

果なんて考えなくていい、兎に角電子図書館は進める、ということです。 

 さて、印藤参事とはどういう人物なのでしょう。参事という役職ですから、とても地位が高いと

いうわけではありません。しかし今、三田市で「図書館のことを分かっているのはこの人だけ「図書館のことを分かっているのはこの人だけ「図書館のことを分かっているのはこの人だけ「図書館のことを分かっているのはこの人だけ」

なのだそうです。上司の課長も次長も部長も、議員さん達に「図書館のことは印藤に聞いて

くれ」という態度だそうです。つまり、この人が三田市の図書館行政を一手に仕切り、ＴＲＣを

指導・監督していると言われています。 

 となると、上記のような印藤参事の発言は三田市の公式見解なのか、印藤参事の個人的

見解なのかが気になります。１２月１４日に上司の松下生涯学習支援課長に電話で尋ねまし

た。松下課長によると、「フォーラム主催者からの要請で参加したもので公務である、発言のフォーラム主催者からの要請で参加したもので公務である、発言のフォーラム主催者からの要請で参加したもので公務である、発言のフォーラム主催者からの要請で参加したもので公務である、発言の

内容は市の見解である内容は市の見解である内容は市の見解である内容は市の見解である」とのことでした。ですから、以上記述してきたことは、すべて「三田市

の見解・方針」ということになります。となると、三田市は対外的に明らかにした「電子図書館

の方針転換」を、何故市民には知らせないのか、という疑問がますます強くなります。市民が

知らないうちに密かにやってしまおう、と考えているとしたらとんでもない裏切り行為です。 

昨年夏には「伸びゆく三田」のトップ記事にして、「今後もコンテンツを増やします」と市民

にしっかり約束していたのです。それができなくなったのですから、方針転換の事実とその

理由を「伸びゆく三田」で詳しく説明し、少なくとも「ごめんなさい」と謝罪しなければなりませ

ん。当然のこと、市のホームページにも図書館のホームページにも、同様のものを掲載しな

ければならないと考えます。如何でしょうか。 

 

かかった費用が分からない仕組みかかった費用が分からない仕組みかかった費用が分からない仕組みかかった費用が分からない仕組み    

 フォーラムの終わりごろに司会者から印藤参事に、電子図書館導入の予算についての質

問がありました。その趣旨は「財政状況が厳しい地方自治体が、電子図書館という新たなシ

ステムを導入するに際して、予算的な困難さはなかったのか」ということでした。これに対して

印藤参事は要旨次のように答えています。＜電子図書館という新システム導入について、行
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政サイドから見て一番メリットがあったのは、指定管理者制度に移行していた、ということだ。

管理料は渡し切りなので、その中から良いことだったら何をやってもらってもよい。管理料の

使途については事実上指定管理者にお任せしている。三田市で実現できた背景には、指

定管理制度の財政的な面のメリットをうまく生かすことができたということがある。行政経費と

して考えると色々な議論があって、多額の投資をすることは難しかったろうと思う。＞ 

 つまり、もし図書館が直営で予算が公にされる状況では、恐らく電子図書館は実現しなか

っただろうが、指定管理料の中からの支出なので市議会に諮る必要もなく、スムーズに事が

運んだと述べているのです。「多額の投資」という言葉を使っていますから、電子図書館シス

テムには結構なお金が注ぎ込まれたことも示唆しています。しかし、その実態は前述のように

ヴェールに包まれたままです。一般蔵書の購入費を削って電子図書館に回したのではない

かという推測は、あまり間違っていないように思われます。こういう形で予算執行の本当の姿

を隠すことが、果たして行政に許されてよいのでしょうか。 

 

印藤参事、その他にも不適切発言印藤参事、その他にも不適切発言印藤参事、その他にも不適切発言印藤参事、その他にも不適切発言    

 電子図書館の問題から少し離れますが、印藤参事の「冒頭報告」の中で、他にも幾つか気

になる発言があります。これも三田市の見解ということになります。 

 

三田市がベッドタウンであることを行政は三田市がベッドタウンであることを行政は三田市がベッドタウンであることを行政は三田市がベッドタウンであることを行政は認めたくない認めたくない認めたくない認めたくない    

 まず気になったのは三田市を紹介する中で次のように述べていることです。 

 「行政としてあまり認めたくない部分ではあるのですが、所謂ベッドタウンでございます行政としてあまり認めたくない部分ではあるのですが、所謂ベッドタウンでございます行政としてあまり認めたくない部分ではあるのですが、所謂ベッドタウンでございます行政としてあまり認めたくない部分ではあるのですが、所謂ベッドタウンでございます」。

三田市はかつてベッドタウンとして人口増加率日本一を誇りました。「通勤に便利で、素晴ら

しい住環境です」と大いにＰＲをして、京阪神からサラリーマンを中心とした新住民を呼び込

みました。筆者もその一人ですが、多くの人が移り住んだおかげで人口も税収も増え、それ

なりの「発展」を遂げたのではないでしょうか。それに今もなお、新たな住宅開発が進められ、

「子育てするなら絶対三田」を謳い文句に若い人たちに移住を呼び掛けています。その対

象はほとんど職場を市外に持つ人たちでしょう。ベッドタウンであることを「認めたくない部

分」というのはどういう意味でしょう。１９８０年代後半から大量に移り住んだ人たちは高齢化し

つつありますが、そういう人たちは「迷惑な存在」になったというのでしょうか。この発言からは

ニュータウンの住民への侮辱の響きを強く感じます。随分失礼ではありませんか。 

 

ボランティアは引き続きボランティアは引き続きボランティアは引き続きボランティアは引き続き活用活用活用活用    でもでもでもでもスキルに問題スキルに問題スキルに問題スキルに問題が…が…が…が…    

 もう一つは、ボランティアについての言及です。「人力サービスでやる場合のそのスキルのスキルのスキルのスキルの

問題問題問題問題でございます」「このボランティアの皆様の活用ボランティアの皆様の活用ボランティアの皆様の活用ボランティアの皆様の活用というのは従来通り進めて行くべきだと

思いますけれども、……」と述べています。まず、スキルの問題。前段の「社会的誤読」との

関連で語られた部分ですから、明らかにボランティアの「読む技術」に疑問を呈していること

になります。自らが主導する電子図書館で社会的誤読の垂れ流しをしながら、ボランティア
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のスキルに疑問を呈するとは、何か確たるものがあるのでしょうか。印藤参事は三田市の音

訳ボランティアの実力をどれほど知っているというのでしょうか。「顧みて他を言う」の類です。

そういう前提で、だから図書館スタッフが直接業務として(音訳を)やらなければならない、とい

う結論に向かいますが、そんなことが一朝一夕にできると考えているとしたら誇大妄想と言う

しかありません。 

 ボランティアの活用活用活用活用という用語もそうです。市職員や図書館職員は、ボランティアの面前で

は決してこんな言葉は使いません、「協働のパートナー」「協力していただく」「力をお借りす

る」などと言います。しかし、そうしたことはすべて建前で、「ボランティアとは、タダの技術力・ボランティアとは、タダの技術力・ボランティアとは、タダの技術力・ボランティアとは、タダの技術力・

労働力を活用すべき存在労働力を活用すべき存在労働力を活用すべき存在労働力を活用すべき存在」というのが本音であることが良く分かりました。これはすべてのボ

ランティアに対する侮辱以外の何ものでもありませんが、それは単に印藤参事がそうだという

ことではなく、三田市自体がそう考えているということになりますね。市を代表しての発言です

から……。 

 

これこれこれこれって癒着って癒着って癒着って癒着????    元課長の元課長の元課長の元課長の TRCTRCTRCTRC”天下り””天下り””天下り””天下り”    

電子図書館についての印藤参事の言動を見ていると、兎に角スタートしてしまったシステ

ムは何とか維持したいという意識が強いことが分かります。「市民の利益」よりも「三田市当局

の面子」を守りたいという考えに加え、「印藤参事個人の面子」も守りたいという意識でしょう

か。しかし、それよりも問題なのは、こうした姿勢がＴＲＣの利益擁護につながるということで

す。 

印藤氏は指定管理者制度移行時の図書館副館長です。ＴＲＣを選定して指定管理者制

度推進の旗を振った一人です。同じように当時生涯学習支援課長だった高島信之氏が今

年１０月にＴＲＣに入社、明石市民図書館の「ナンバー２」の地位についたとのことです。ご本

人が嬉しそうに元同僚や知人に話した事実を、聞いた本人も含め何人もの人からお聞きしま

した。確かなことだと思われます。明石市民図書館は明石駅前再開発ビル内に新たに整備

される計画で、現在工事が進められています。新年度には現在の明石市立図書館が移転

する形でオープンする予定とのことです。ＴＲＣ、神戸新聞などが共同で指定管理者になっ

ています。そこの「№２」ということですから、かなりの好待遇ということになりますね。三田市で

の公務員時代に、ＴＲＣに便宜をはかったとまでは言えないにせよ、深くかかわった幹部公

務員が、退職後すぐにその企業に就職する。世間ではこれを「天下り」と言います。国家公

務員上級職の場合は厳しい規制がありますが、ご本人があっけらかんと吹聴していたという

のですから、地方公務員にはそういう規制はないようですね。それにしても市民感覚とはか

け離れています。印藤参事の“ＴＲＣべったり”の姿勢といい、高島氏の“天下り”といい、三

田市と特定企業の”癒着”と批判されても仕方のないことのように思われます。 

 

以上、電子図書館について報告しました。しかし、述べてきたような問題点は、図書館の

問題だけでなく、三田市政の随所に見られることだ、との感想を述べる市民が少なからずい

ます。三田市政の”積年のヘドロ”のようなものでしょうか。就任間もない森新市長が、「市民

に開かれた市民目線の市政」へ立て直してくださることを期待したいと思います。 



10 

 

 （2015.12.22) 


