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こんにちは、高いところから失礼します。紹介頂きました常世田です。私は、実は晴れ男

で、たいてい晴れることが多くて、台風が近づいて来ても私が話す時間には晴れることが多

いのですが、今日は強力な雨男か雨女がいらっしゃるようです。（会場 笑い） 

テーマは今日の天気のようにちょっと湿っぽいのですが、肩の力を抜いてリラックスして

聞いていただけたらと思っております。よろしくお願いします。 

 

今日頂いたテーマは、「まちづくりと図書館―図書館の可能性―」ということで、図書館

とはどういうものかをお話しして、だから図書館の運営はどういう形でなければならないか、

ということをお話したいと思います。後半、質疑の時間もご用意頂いているようですので、

私が一方的に話すのではなくて、皆さんからご意見ご質問いただいて、皆さんと一緒に図書

館のことを考える時間を持てたら幸いでございます。 

 

横書きのレジュメと資料を用意しています。映像も用意しました。 

まず、レジュメの一枚目をご覧ください。図書館という話になりますと、理想的な図書館

はどういうものかと言う議論が、実は何百年もの間、欧米を中心に行われてきて、日本でも

特に戦後行われてきたのですが、結論から言いますと、「理想的な図書館はこういうものだ」

というのがある訳ではないということです。なぜなら、その町その町、その自治体その自治

体で住民の年齢構成も違う、産業構造も違う、地形も違うということで、その町その町に合

った図書館というものを考えなければならないからです。どこかの町で図書館がうまくいっ

たから、そのまま三田市に持ってきてもうまくいくとは限らないです。この辺がなかなか分

りづらいところです。 

もう一つは、今まで一般的に図書館というものは、社会の片隅にあって、社会のあり方と

はあまり関係なく、独立して、本好きの人が本を読み、子どもの絵本が置いてあり、社会の

動きとは直接に関係ないのではないか、というイメージがあったんですね。ところが、図書

館というものは、社会の動きと密接に連携していなければいけないのではないか、というの

が最近の考え方です。それは何故かというと、当たり前のことですね。皆さんの税金を使っ

ている図書館が、社会、その町のあり方と無関係に存在しているのは如何なものかというこ

とだからです。それが今日のテーマ「図書館とまちづくり」ということなるわけです。 

 

では、例えば三田市の在り方がどうなのかというと、三田市だけが独立して存在している

のなら問題ないのですが、当然兵庫県全体との関係、日本全体との関係、そして、いまやネ

ットや飛行機、交通網が発達して、世界中が地域と関連のあるような暮らしで、直接インタ
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ーネットを使ってヨーロッパと商売したりしている時代ですから、このグローバルな関係の

中で、自分の町の事を考えなくては、という時代になってきている。特に日本の社会は、こ

こに来て大変なスピードで変化をしておりますし、様々な課題を抱えています。そこと図書

館はどう結びつくのかということになってきます。 

 

「自己判断･自己責任」型社会への移行「自己判断･自己責任」型社会への移行「自己判断･自己責任」型社会への移行「自己判断･自己責任」型社会への移行 

日本が抱えている課題は、少子化、国際化、いろいろありますが、私は図書館と関係ある

日本の社会の変化を考えるとき、一番関係あるのは、「情報と個人」「情報と組織」の関係が

劇的に変わってきているということで、それは単にネットが発達しているというようなこと

だけではない。それは、レジュメの一番上に挙げている「自己判断･自己責任」型社会への

移行ですね。もう聞きなれた、古びた言葉ですが、「自己判断・自己責任」。いかがですか。

自己責任と盛んに言われて……。勝ち組が負け組みに投げかける言葉で、あまりいい印象で

はないですね。しかしその一方で、私などは小学生のときに、民主主義社会を実現するには

一人一人がしっかりしなければいけない、一人一人が判断する力を持たなければいけないと

授業で散々言われた記憶があります。自分が判断して、自分が責任を取る、そういう人が出

てこなければ民主主義は実現できないよと、聞いたような気がするのですが……。なかなか

難しいところなのですが、少なくとも、これからの日本の社会は、自己判断、自己責任型の

社会に移行するんだよ、という議論が盛んにされている。そうすると、これまでの日本の社

会はどうだったのか。 

ちょっと映像を見てもらいます。これはＮＨＫの「プロフェッショナル」です。非常に分

かりやすい映像です。北海道の元小樽市の公務員の木村さんです。木村さんは地方公務員で

した。町おこしで頑張って内閣府にヘッドハンティングされて、地方の町おこしに頑張って

いる方です。木村さんは、非常に突飛なことを考えるおもしろい方で、あるシンポジウムを

するのに、ビル･ゲイツを呼ぼうと企画して、小樽の小・中学生に手紙を書かせて、実際に

ビル･ゲイツから「自分は行けないが副社長を行かせます」と返事が来て、副社長が来たそ

うです。そういうことをやってきた人です。 

  

映像映像映像映像とナレーションとナレーションとナレーションとナレーション 

 ＜今、日本の地方が苦しんでいる。人口が減り、高齢化が進み過疎地域に指定されている

市町村は全国の４割以上にのぼる。この東北地方の町は、50 年で人口が半分になった。そ

んな中、地方を助ける知恵袋として全国から引っ張りだこの公務員がいる。木村俊昭。地方

再生を手助けする人呼んで「スーパー公務員」。木村はもともと小樽市役所職員。町おこし

で大きく実績をあげ、内閣府の管理職に引き抜かれた前代未聞の男だ。人を巻き込む、その

気にさせる。木村はやる気に火をつける達人だ。加速度的に進む地方の落ち込み、地域再生

は待ったなしの課題だ。木村が挑んだ小樽での町おこしも、困難を極めた。馬鹿者と呼ばれ

ながらも、ガムシャラにやり続けた。今、木村は全国を飛び回る。地方のために様々な知恵

を絞る。市役所の関係者と食事をともにした。 

木村は何より現場が大事だと話し始めた。「現場を踏んでない人は、説得力に欠けるもの

です。実際現場を知らない人は語れないし、具体的に動かしていかない人は語れない」。ひ



3 

 

としきり語ると今度は、職員達に発言を促す。【常世田=この辺から、ちょっと注目して下さい】

これまでの仕事について、感じていることを聞き出そうとする。市職員の発言=本当の地方

の職員というものは、考えることをしなかったです。……県がこう言っているから、県がこ

う言ったとしか答えがない」。＞ 

 

どうですか、皆さん。これＮＨＫの１チャンネル本局。全国放送で公務員の秘密をばらし

ちゃった。私も公務員ですから、ひどくよく分かるんですけど。地方公務員は考えない。県

がこう言っているから。つまり日本の行政というのは、国→県→市町村という形で上から指

示命令が来る。それをその通りやってきた。各レベルの人たちは、言われた通り仕事をこな

す能力を求められた。勿論、言われたことをその通りにやって成果を出すというのは、それ

なりに能力が要るわけで、誰だって出来るわけではないです。それを日本人は上手にやって

きたのですね。日本の組織の特徴というのは、どうやって、どのようやり方で仕事をするか、

仕事の指示命令から出る。地球上のほとんどの民族、国は「成果主義」ですから、結果さえ

出せればよい。やり方はお前に任せるよというのがほとんど。日本は違う、やり方に対して

指示が出る。トヨタの「看板方式」なんかそうですよね。下請けに事細かに指示を出すとい

うのは、あたかも看板に字をたくさん書いて提示しているように見えるわけで、看板方式と

いわれたりしていますが、それが日本の特徴ですね。例えば、来たばかりの課長が、「こう

やれ」と新しい指示を出す。皆さんは職場に長年いるからその仕事に詳しくて、「いや、課

長そんなやり方よりも、こうやった方が能率上がりますよ。」と逆提案するわけです。日本

の組織ではどう言われるか、「お前の気持ちは、良くわかる。良くわかるけれども、ここは

一つ言われた通りにやろうよ。」皆さんそんな経験ありませんか？ 何人かうなずいておら

れる。それが特徴です。 

行政ばかりでなく、産業界でも親会社の指示さえ聞いていたら食べてこれたのです。系列

の会社は。そうやって日本は大成功してしまった。おそらく明治維新と終戦後、・二次世界

大戦後もそういうことになったのではないかということです。つまり何もない、資源もない、

あるのは人間だけ。人間はかなり教育程度が高い。そんな中で日本がとることができた道と

いうのは、多様性とか、試行錯誤、そんな贅沢なことは許されなかった。明治維新、急いで

一つの国にまとめて列強に対抗しなければ、中国みたいに植民地化されちゃう。アフリカみ

たいにバラバラにされてしまう。だからほとんど選択肢はない。政府の一部の人たちが考え

た計画に従って、イチかバチか全国民が一斉に言われた通り動く。それで大成功して、欧米

と戦争できるぐらいの国に上り詰める。それでまた、戦争やって、また何もなくなっちゃう。

その時にまた同じ方法をとりましたね。今度は行政と産業界が一体になって、上の決めたこ

とをそのまま守って、一斉に一方の方向へ走る。それでまた大成功する。いかがですか。 

 

今日、朝ごはん、昼ごはんを抜いているなんて方、いらっしゃらないでしょう？ 裸足で

来ている方なんていらっしゃらないでしょう。それでこんな立派な施設で、私のつまらない

話を聴いている。大成功ですね。ＧＤＰ、中国に抜かれて第３位といったって、世界何十カ

国ある中で３位ですからね。地球上のアフリカやアジアや南米の諸国から見れば、もう本当

にうらやましいような大成功ですよね。怖いのはその成功体験です。一度成功してしまうと、
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そこから抜け出せなくなってしまう。まさに今、日本が直面している問題は、それなのでは

ないか。みな同じようなことを考えてしまって、多様性をこれから担保しなくてはいけない。

発揮しなくてはいけない。つまり国民一丸となって大量生産するようなやり方は、もう中国

や韓国に真似されて、そういうやり方ではだめだよ、もっとひらめきとか、思いつきとか他

の国が思いつかないことを思いついて、新しい産業を興さないといけないという話になって

くる。どうですか。それが極めて日本は不得意になっちゃった。いつの間にか……。 

日本は極めて性能の良いパソコンを作りますよね。でもその中で動いている、ＯＳとかア

プリケーションとか、一番儲かるところは全部アメリカに持っていかれています。なぜ日本

は思いつかないのです？ ビル・ゲイツにしろ、スティーブン・ジョブズにしろ、貧乏な大

学生だったとき、自分の家のガレージで、電子部品を作って、マイコンとかパソコンなんて

言葉がない時代に、一大産業になるようなものを作っていたんですよね。そういう話が一杯

あるわけですよね。アメリカのベンチャービジネスは、半分くらいはちゃんと軌道に乗って

行ってるんですよ、日本のベンチャーは 1000 に１つか２つという話がありますけど、どう

してそうなるのでしょうかね。日本人だっておそらく戦国時代には、多様性があったのでは

ないですか。国はそれぞれ違う文化を持ち、言葉も違っていた。まあ、明治維新で一つの統

一国家になったら、なぜか上から指示されたらそれに従う、となってしまったということな

んでしょうね。この辺が、日本が直面している問題です。 

ところがここに来て、そのやり方ではどうもうまくいかんということで、日本も一人一人

が違うことを考えて自分が責任を取っていくような国にしようと。まあいろんな思惑がある

と思いますが、何年か前から日本も自己判断、自己責任型の社会で行こうと。それは当然の

ことながら競争型社会という話になってくる。私は聞かれたことは無いですね、そうやって

いいかって。皆さんも聞かれたことは無いと思いますが、いつの間にかそういう風に舵をき

られている。いかがですか。私なんかは、そんなの面倒くさいなぁと思いますけど。本質的

には……。前の社会の方がいいと思いますよ。自分で考えなくていい。考えなくでも退職金

2000 万貰って、年金貰って暮らせるんだから楽じゃないですか。いかがですか？ 会場に

いらっしゃる方も、大体、年齢的に滑り込みセーフだと思いますが、若い人が大変だと思い

ますね。私にも大学卒業した息子が２人いますが、本当に就職に苦労しています。自己判断、

自己責任といわれる。そういう事を何とか乗り越えていかないといけないということなので

すが。 

では、さっきお話した、個人と情報、情報と組織の関係が変わっていくということに関し

て、自己判断、自己責任型の社会になると、どういう風に変わるのかということなんですが。

その前に二番目の映像、教育について皆さんと考えてみたいです。 

 

映像映像映像映像とナレーションとナレーションとナレーションとナレーション 

 ＜解剖学者として、人間の体の仕組みや脳の働きを研究してきた養老猛さん。絶えず、人

間とは何かを考えてきました。そこから生まれたキーワードは「バカの壁」。人は何故壁に

ぶつかるのか、どう乗り越えればよいのか。それは三本の著作になりました。 

先生（養老）よろしくお願いします。 

 先生は学ぶというより、学ばせる立場でいらっしゃる。生徒を偏らず学ばせるというスタ
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ンスで、大切にしてきたことありますか。 

僕は何も教えていない。根本的には解剖ですから、解剖を教えることはない、やらせるん

です。で、やっている間に、学生が勝手に考えるんですよ。 

そもそも考えることの大切さ、最近思うんだけど、前もそうだったけど実はね「考える」

ということは、「考えない」ということと対になっている。つまり何については考えていい

けど、何については考えてはいけないという教育を受けている。僕おもしろいと思ったのは、

学生にね、コップに入った水の中にインクを一滴落とすと消えるでしょ。どうして消えるか

と聞いたら、今でも思い出す。答えは見事だよ。「そういうものだと思っていました」と。

なるほど「そういうもの」だと思っていたら考えないで済む。つまりどうすれば考えないで

済むかということを教えているんですよ、教育は。（インタビュアー「そう思っているほう

がいいから？」）そうそう、そう思っているほうがいいから。＞ 

 

いかがですか。皆さんも「バカの壁」読んでいる方いらっしゃると思います。養老先生の

おっしゃっているのは、日本の教育は、学生のときに「考えなければいけないこと」「勉強

しなければいけないこと」と、「そうじゃないもの」を峻別していると。養老先生、東大の

医学部ですよね。前に座っていた女子学生２人は、当然、医学部の学生でしょうね。超一流

ですよね、その２人が期せずして、コップの水にインクを落としたら消えるのはどうしてっ

て、そんなくだらないこと関係ないじゃないですかという風に言った。つまり、よそ見して

いたら、東大なんて入れない。日本の教育は、要求されることを無暗に詰め込んで授業をク

リアしていかないといけない。だから、ビル･ゲイツとかスティーブン・ジョブズみたいな、

そういう学生は生まれてこない。そこで、さっきお話した日本の組織のあり方と表裏一体で

すね。つまり言われたことを上手に仕上げるような思考形態の労働力を教育で育ててきたん

ですよね。 

そういう人たちには、余計なこと、よそ見する必要が無い。そういう意味ではさっきお話

したような、非常に難しい課題でもクリアしていくというような能力を持った、官僚だとか、

エリート、一流企業に就職していくような人を作ることには成功したんです。だから、言わ

れたことをそのままにやるから、馬鹿なのかといったら決してそうではないですよ。言われ

たことを言われたとおりに仕上げる、というのは大変むつかしいことです。そういう意味で

は、そういうタイプの高度な事務処理能力を持った人を育てることに日本の教育は成功した。

世界中で一番成功したのではないですか。だから、政府や行政や大企業も含めて大きな組織

が、命令一下、ガッと上手に動く。他の民族では、多分出来ないでしょう。日本はまさに、

それの教育に成功したということだと思います。その代わり、今お話しているような問題が

起きてしまった。 

例えば、私もいろんな職場にいましたが、いろんな問題に直面している組織が、それを打

破するために、提案制度なんてのを作って今までに無いものを提案しろと言う。今までに無

いものを提案すると、「お前、それで勝ちなのか、儲かるのか」、そんなの分からないですよ

ね。だから、その組織そのもののあり方が間違っているという提案が通ると思いますか。で

も、それが本来求めているものですよね。そこが、日本の直面している大きな問題ではない

かなと思います。 
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法律も現実もすでに「自己責任型社会」に法律も現実もすでに「自己責任型社会」に法律も現実もすでに「自己責任型社会」に法律も現実もすでに「自己責任型社会」に 

もうひとつ自己判断、自己責任型の社会というのは、行政でいえば、国県市町村というよ

うな縦型、これを壊して国も、県も、市町村も同列だよ、というのが、自己判断・自己責任

ですよね。各町が自分で判断しなさいということです。皆さんの町のことは皆さんの町で決

めて、その町で責任持ちなさいということです。10 年ほど前に、日本の地方自治法の関連

で 472本も法律が大改正されましたが、ご存知ないでしょ。マスコミもほとんど報道しませ

んし。このときに、今私がお話しているようなことは、法律上は実現しているのですよ。国、

県、市町村はもう並列なんです。国が、市町村に対して、何か命令しているなんて事は無い

んです。勿論、刑法だとか、非常に重要なことは市町村で勝手には出来ませんが、かなりの

部分は規制緩和といって、国が言ったからといってそんなこと守らなくていいことになって

いるんです。だから、今回の図書館の委託についても、文科省は「反対だ」と言っているの

ですよ、文科大臣は。だけど市町村は、そんなこと守る必要はない。だから自由に民間委託

しているのです。分りましたか、これが自己判断・自己責任です。 

産業界はどうですか。親会社、子会社、孫会社という系列は崩れて、親会社から仕事が下

りてこないから、子会社はみな独立しなくてはいけなくなったでしょ。皆さん「まいど１号」

ってご存知ですか？ 「まいど１号」は東大阪という中小企業がいっぱい集まっている所で、

見た目には汚い町工場……関係者がいらっしゃったらすみません……。ＮＡＳＡやボーイン

グ社から注文があったりする町工場が打ち上げた人工衛星です。ところが、今お話したよう

に系列が崩れて、親会社から注文が来なくなって、不況の真っ只中、このまま沈没しちゃう

のは悔しいと、ある町工場の社長さんが「人工衛星を打ち上げよう。自分たちの技術を結集

すれば人工衛星の一つや二つ打ち上げられるのではないか」と打ち上げたのが、この「まい

ど１号」プロジェクトなんですね。確か去年の１月に内之浦で打ち上げて成功しましたね。

ＴＶ報道では、名前もおもしろいし、面白おかしく報道しているのですが、まさに私が今お

話しているように、系列を外れて子会社が自立しないといけない中で、そういう動きが起き

ている。今までどおり親会社からの仕事で十分食っていけていたら、そんなことやりません

よ。東京の方では、大森とか蒲田、京浜工業地帯。やっぱり小さい町工場がいっぱいある。

私が最初に図書館を経験したのが、まさに大田区の大森という小さい町工場がいっぱいある

所の図書館。そこの中小企業の経営者たちは、大阪が人工衛星なら、俺たちは深海へ行こう

と、無人の深海調査船を造って、１万メートルも潜って行って写真を撮ってきたり、魚を採

ってきたりするロボットみたいなものに今挑戦している。そういうのが動きとして現れてき

ている。 

従来大きな一つのピラミッドのような組織の時代には、上の方から何をしたらいいのかと

いう情報がどんどん降りてきた。が今、行政でも産業界でも地域でも、そういうものがもう

降りてこない。だから、自己判断・自己責任といっても、そのための情報が降りてこない。

どこかが代わりにその役割を果たさなければいけない。これが、自己判断・自己責任型社会

に移行するときの大きな問題だということです。つまり今までは、国県市町村という巨大な

一枚岩の行政組織が世界中から情報を集めて、上層部のエリートの人たちが分析して、全体

の方向性をこっちだと決めて、皆それについていけばよかった。ところがこれからは、三田
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市だったら三田市の自治体で考えなければいけない。そうすると、今までみたいに、国県市

町村といった巨大な組織ではないから、必要な情報を集めきれない。どうですか、そんな情

報収集能力ないでしょう。必要な情報を集めきれなくなったら、結論を間違ってしまいます

よね。 

この辺が問題だと言っているのです。巨大な産業の系列の時代は、親会社から十分情報が

降りてきたけど、中小企業がバラバラになって独り立ち産業になったら、10 人くらいで仕

事している町工場に、そんな将来性を見通せるような情報なんて降りてきますか。そういう

情報を自分で集められますか。農業でも農協からの情報が無ければ、農家の方はやっていけ

ないでしょ。どうですか。地方議員の方は、党本部の情報だけで地元の選挙に受かりますか。

全部同じなのですよ。中央からの指示命令でやっていけなくなった。従来型の情報チャンネ

ルでは、自分の身を守ることさえ危なくなってきている。必要な情報が集まらない。 

では、必要な情報を手に入れる仕組みが無いと、この自己判断・自己責任でやれるの？ と

いうことになります。有利な人のところには情報いきますよね。勝ち組はいつまでも勝ち組

ということです。常に情報強者が有利になる。そういう社会でいいのですか。今までは、行

政でも産業界でも地域でも大きなピラミット状になっていて、そのどこかに所属さえしてい

れば、そのピラミット全体は何とか食っていくわけですから、おこぼれ貰って食べていけた。

それが今は小さな組織にバラバラになっている訳ですから、誰も守ってくれない。そうした

ら、せめて判断するための情報が必要なところに届かなければ、社会不安の原因になってし

まうのではないですかということです。それがこの自己判断・自己責任型社会の大きな問題

だということです。 

 

 

自己判断に必要な情報はどこで？自己判断に必要な情報はどこで？自己判断に必要な情報はどこで？自己判断に必要な情報はどこで？ 

ここまでお話すると、なんとなく皆さん、ああそうか、その情報インフラを図書館が担う

のだなという風に感じて頂いたと思いますが、それと同時に疑問も持ちますよね。情報イン

フラって図書館だけではないだろう、本屋さんもあれば、マスコミもあれば、なんといって

もインターネットがあるじゃないですか。それがこの１ページ目（レジュメ）の下のほうに

書いてあります。では、本当にマスコミというのは機能しますか。子どもがアトピーで困っ

ているお母さんがＴＶのスイッチいれたら、ちょうどアトピーの番組をやっていますか。そ

んなこと無いですよね。ましてや良心的な番組は夜中でないとやっていないとかね。駅前の

普通の本屋さんはどうですか。本屋さんに行けば必要な本がありますか。アトピーで困って

いるお母さんにドンピシャの本がそこにあるよ、とは言えないですよね。 

今、日本の出版業界はどうなっているか、皆さんご存知ですか。危ないということは聞い

ておられるでしょうね。年間何種類くらいの本が出版されているか、ご存知ですか。昔は２

万から３万くらい出版されていて、まあ何とか必要な本は探せた。今や年間８万タイトルで

すよ。365日で割ると１日約 200タイトル、一週間で 1500タイトル、1500種類の本が出て

いるのです。漫画とかではなくて、普通のハードカバーです。普通の本屋さんに、毎日毎日

200 タイトルの本が届けられたら、１週間に 1500 タイトルの本が届けられたら、その本屋

さんどうなりますか。パンクしちゃいますよね。だから、どんどん返しちゃうのです。皆さ
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んが本屋さんで、「この本いいなあ」と思って、今日は持ち合わせが無いから次に買おうと

思って、次行ったときには本がない。皆さんは売れていると思うけど、その半分以上は売れ

ずに返されている。勿論、ＰＲなんてコストをかけられないですから、そのまま出版社の倉

庫に眠るということになる。それが、日本の状況です。そういう状況ですから本の売り上げ

は、出版全体で２兆円を切ってます。本、雑誌ですよ、本、雑誌を含めて。ユニクロは１社

で、来年あたり売り上げ２兆円と言っていますから、いかに出版が小さな産業になっている

かよくわかりますね。 

ですから、刷り部数を今、減らしてるんですよね。１種類の本を何冊刷るか、何冊作るか。

ちょっと専門的な本は何部くらい刷ると思いますか。昔は 5000部くらいでしたが、今は 1000

部が多いですね、下手したら 500 部です。本屋さんが減ったといっても、いま日本には１万

5000 軒くらいの本屋さんがあって、その本屋さんに 500 部の本をパラパラとまいている。

それを必要とする読者とうまく出会えると思いますか。しかもその本は１、２週間で本屋さ

んから返されてしまう状態です。何かこういうテーマで調べたいとき、本屋さんでドンピシ

ャの本に出会えるなんてホントに宝くじみたいなものです。だから、今お話した自己判断、

自己責任になったら、本当に必要な情報が個人に届くかという問題になりますが、その情報

チャンネルは従来のマスコミとか、出版流通は必ずしも役に立つとは限らない。 

 

そうするとネットということになる。まあ、インターネットしか使わない人に限ってこう

言いますよね。いや、もう本も図書館もいらないよ、ネットがあれば。グーグルのウィキペ

ディアで出てくる情報というのは百科事典の１項目くらいですよ。それより詳しいことを知

ろうと思ったら、ウィキに載っている参考文献とか、そういうところを探していかないとい

けないですよね。第一ウィキに載っている情報の殆どは、紙ベースがもとになっている。ネ

タ本があってそこから転記している。だから間違いがたくさんありますよね。転記の間違い

とか、数字の間違いとかね。少なくとも日本版のウィキペデぃアは信用できないです。元に

なっている種本を探さなければ、ちゃんとした裏づけがとれないという話になりますね。 

それで、グーグルで検索しますよね。そういうときに、何かを探そうという普通の人が思

いつく検索のキーワードが似通っているという話、聴いたことがありますよね。だいたい皆

さん同じようなことを思い浮かべる。皆さんはグーグルで検索して出てくる件数、どれくら

いヒットすると思いますか、100 万件、200 百万件。100 万件見ますか、見ないですか。グ

ーグルで一所懸命探したのに、１万件くらい見ますか。今日も朝１万件見た？ じゃ、ぐっ

と譲歩しましょう。1000件、100件、50、これくらいいらっしゃいます？ 一人くらいはい

らっしゃる？ 今回はいらっしゃらないですね。30、20、……まあそうですね。 

皆さん、検索したときにグーグルの上位の方に順位を上げていくという技術があるのをご

存知ですよね。どうでもいいような情報をグーグルの上位に上げていくという技術が開発さ

れて、グーグルは一生懸命排除しようとしているのですが、イタチごっこです。だから、ど

うでもいいような情報が上位に上がってきている。上位 10件、20件はそういうものがかな

り混じっている。さっきお話したように皆さんが同じような検索ワードで検索する、その上

澄みの 20件ほどを皆さんが見る。グーグルは 100万件くらいの情報があると言いますが、

実際はそれ程の情報は集まっていないといわれています。実際、グーグルが情報をヒットさ
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せているのは 1000 件くらい。100 万件といっているのは理論値です。そのまま１時間、２

時間ずーっと検索し続けていったら 100 万件くらいヒットするだろうという理論値が表示

されているといわれています。そうすると、皆さんどうですか、多様性なんかありますか。

みんな同じようなキーワードで検索して、上澄みの方の 10件 20件だけ見て……多様な情報

をネットで手に入れられると盛んにいわれますが、ほとんど同じものしか見ていない。今、

Yahoo を使う方、ほとんどいないですよね。Yahoo のディレクトリーの検索ありますよね。

グーグルの方はキーワード検索ですから、そのサイトのタイトルとか、上の方の主要な部分

に皆さんのキーワードにヒットするものがあれば捕まえられますが、そこに変てこりんな字

を使っていたりすると、グーグルではヒットしない。Yahoo のディレクトリーの検索だと、

変てこりんな名前をつけているサイトでもドンピシャのサイトがあったりします。それ使う

人いなくなっている。Yahoo使っている人いらっしゃいます？ ああ、珍しいですね。Yahoo

の普通のキーワード検索はグーグル検索エンジンを使っていて、出てきた結果に Yahooなり

の脚色をしている。だから違うように思いますが、大筋は同じなのですね。だから Yahooを

使うときはディレクトリーを使ったほうがいいですね。 

 

私は、ついこのあいだまで、東京の都心で勤めていましたが、朝のラッシュ時、地下鉄に

乗りますとみんな新聞読んでいるんです。私は１年半、関西に暮らしていますが、時々関東

に帰ると、やっぱり東京というのはサラリーマン、サラリーウーマンの街だな、改めて気が

つきましたね。色が全く違う。着ているものは全部黒。京都の駅なんて、観光客ばっかりで

すものね。いろんな色の人が歩いています。みんな上の方見たりして歩いていてね。邪魔な

こと、邪魔なこと。東京駅は違う、みんな黒、歩くスピードも早い。そういう人たちが朝、

みんな新聞を読んでる。さすがゲームなんてやってない。みんな日経新聞を読んでる。朝、

みんな同じ新聞読んで、職場に行くわけですよ。それで、朝の会話で「課長、日本の経済は

〇〇じゃないですかね」とか言う。すると課長も同じところを読んでいるから「そうだな、

お前、よく勉強しているな」。お客さんのところへ行って「これからは、こういう商品はこ

ういう風になるんじゃないですか。アメリカはこう動いているみたいですね」。お客さんも

同じ日経読んでるから、「そうだね、今度の商売、そっちで行こうか」。どこに多様性がある

のでしょうかね。やっぱり日本はここからなかなか抜け出せないですよ。こういうことやっ

ていたらね。だから、先ほどからお話しているように、従来の情報チャンネルではだめだと

いうことです。情報チャンネルとしてマスコミ、ネットはあるけど、それも怪しい。だから

本当に多様な情報を、地域の人に必要なものを、提供する仕組みが必要ではないか、という

話なんですよ。 

 

 

初めて日本の図書館が役に立つ時代が来た初めて日本の図書館が役に立つ時代が来た初めて日本の図書館が役に立つ時代が来た初めて日本の図書館が役に立つ時代が来た 

長いですね、前置きが。こいついつから図書館の話になるんだ？（会場 笑い）覚えてい

て下さい。この前置きがないと図書館の大切さが出てこないのです。今までどおり、一部の

本好きの人に小説を貸している図書館でいいやという話になっちゃうんです。 

そうではない。日本の社会が直面している問題と、これから直面しなければならない問題



10 

 

というのは、一人一人、その人が必要とする情報が届いて、その人が一生懸命考えて自分で

判断して、そして自分で責任を持つということが前提になってないと、日本の社会の閉塞状

態を打ち破れないということ。では、そのために今までのマスコミはどうなちゃうんだとい

う話になると、図書館がその代わりにという話にならないんです。だから、人類の歴史が始

まって以来初めて、日本の図書館がお役に立つ時代が目の前に来ている、そういうふうに言

えると思います。 

レジメの２枚目を見てください。「『課題』の構造と公立図書館特有の機能」というところ

です。普通はここで、図書館のリクエストとか、レファレンスサービスとかの話にいくので

すが、私はちょっと違う認識で考えてみたいんです。「公共施設の中で最も利用の多いのは

図書館」これは２年に１回の社会教育調査で毎回出てくる。いちばん利用が多い。これ、首

長さんで知らない方が多い。議員の方も知らない方が多い。どこの町に行ったって公共施設

の中で一番利用が多いのは図書館です。しかも、各年代で利用が多いのです。例えば、スポ

ーツ施設だったら、ある年代の人がポンと多かったりしますね。それから公民館だって活動

されている年代は高い。だけど図書館は、赤ちゃんからお年寄りまで万遍なく利用者がある。

そんな施設は他には無いのです。昔、静岡県知事の方がね、自らある集会でこうおっしゃっ

ていましたね。「図書館は単位面積（一平方メートル）当たりの来館者数はデパートよりも

多い」。そうなのです。だから最近では市町村の首長さんの中にも理解される方が出てきて、

お客さんが来なくなって、昔からの老舗のお店がシャッターをおろしている駅前のシャッタ

ー街、中心市街地の再開発の目玉に図書館を置くという町が増えてきている。九州の諫早市

とか静岡市、東京の豊島区もそうですし、長野県の塩尻市もそうですし、青森市もそうです。

ちょっと挙げただけ、もっと沢山、中心市街地の活性化に図書館を置く。それは一番人が集

まる公共施設だから。「図書館の集客力」を使って、その商店街の活性化をはかろうという

ことですね。だからそれくらい人が集まるのですから、市役所がいろいろ本当に図書館を使

うと効果的なんですね。それがまず一つ。 

もう一つは、「特化した情報提供機関（相談窓口）」。これ、どういうことかと言いますと

ね。これからビジネス支援とか、医療情報の提供などのお話をしようと思いますが、図書館

がいろんな情報サービスを提供しようとすると、市役所の方から、こういう声があがってき

ます。「医療のサービスとか、法律の相談とか、産業振興だとか、そういう窓口は市役所の

方でいくらでも作っているよ」と。皆さんにお聞きしたいのですが。皆さんの町で法律相談

の窓口はどこにあるかご存知ですか。お二人、あ、三、四人ぐらいですね。他の方は？ で

は健康相談の窓口どこにあるか？ ……これはちょっと多い……でも１割くらいですね。何

故ですか。それはそういう問題が起きないと、その窓口へ行かないからですよね。何も問題

がないのにその窓口に行ったら、何しに来たの、と言われてしまいますよね。だから、何か

問題が起きないと行かない。ということは、どこにあるか分らないし、どんな人がいるか分

らないし、どんなサービスしてくれるか分らないですね。そうするとほとんどの場合、何か

問題が起きてパニックになっている時には思いつかないですよね。それにほとんど土日休み

ですね。私の知り合いの大学の先生で法律相談窓口でボランティアを、千葉県浦安市でして

いる人がいて、「常世田さん、私週に一回ボランティアで相談窓口に座っているんだけど、

１回も相談受けたことない」って言うんです。そういう相談窓口にね、平日の日中に 20 人
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も 30 人も市民の人が列をつくって待っている、という景色ありますか。どうでしょう。図

書館の貸し出しカウンターに列が出来るのはありますが、そういう窓口に列ができるのは見

たことないでしょ。 

それに比べて、図書館はどうですか、もう毎週行っているから、どこにあるか分る。どう

いうサービスしてくれるか分る。駐車場もどこにあるか分る。意地悪な奴もいるが、中には

親切な図書館員もいる。（会場笑い）笑うってことは……。で、本当に親身になって、親し

くなっている図書館員がいて初めて、自分がリストラされたこととか、親の介護のこととか、

相談できるのではないですか。行ったことない窓口で見ず知らずの人に、そういう深刻な問

題を相談できますか。これが実は一般的な「特化した相談窓口」が使われない理由ではない

かと、経済産業省のキャリアと相談したことがあります。経済産業省は日本中の産業センタ

ーみたいなところに資料図書室を持っている。図書室みたいなものを作らせて、莫大な補助

金を出していますが、ほとんど使われていない。困った、困った何故だろう。普通の図書館

は土日になればあれだけ人があふれているのに、何故そういうところは利用が少ないんだろ

うという話をして、いま言った事にたどりついたんです。 

皆さんは、もちろん図書館を相談窓口としてみてないでしょ。実は図書館は相談窓口なん

ですね。相談窓口として見た場合に、図書館が一般の窓口と決定的に違うのは、いまお話し

たことなんです。さらに人生の課題の問題点は複合して起こる。一つ大きな問題が起きると、

同時にそれに関連した問題が複雑に絡みあって起きる。例えば、会社の社長さんが病気にな

り長期に入院することになりました。主要な問題は病気です。病気のことが分れば、その社

長さんの人生の問題は解決しますか。そうではないでしょう。社長が２か月も３か月も入院

することになったら、会社の経営どうしますか。社長しか知らないような取引先との事はど

うするんです。お家はどうですか。ちょっとグレそうな息子がいたけど、社長が家にドンと

いたから、仕方なく家にいたけどお父さんが２か月も３か月も入院したら外にフラっと出て

行っちゃうかもしれない。長期に入院すると保険会社の医療保険で医療費出してもらおうと

思うけど簡単に出せないですよね。保険会社との交渉も始まります。 

人生の問題というのは、主要な問題が起きると、同時に複雑に絡み合った問題が起きる。

さっき言ったように個別に独立した相談窓口に行っても、全体の問題を解きほぐして解決し

ていくということにはならないんです。ところが図書館には、今お話したようなことの「問

題解決の糸口」が同時に存在するんです。さらにいえば、そういった複雑な問題をどうやっ

て解決したかという自分の経験談みたいなものがありますね。これを「ワンストップの窓口」

といいますね。そこに行けばいろんな問題を同時に解決できる。図書館のさらに優れた点は、

複雑に絡み合った問題の各部分のところをもっと知りたいと思ったら、それぞれの専門機関

を紹介するという機能がある。これが、さっきからお話している個別に特化した窓口と図書

館が決定的に違うところです。では図書館は、本当はどんなことをやるんだよ、という話し

になりますね。一つ映像を見てください。 

 

映像とナレーション映像とナレーション映像とナレーション映像とナレーション 

 ＜会社を興そうという人たちへの支援を前面に打ち出す図書館が登場しました。鳥取県立

図書館です。この図書館入り口を入ったすぐ目立つところに、仕事に役立つ本のコーナーを
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設けています。会社を興したいと言う相談が年間 50 件以上。図書館の情報を元に実際に５

人が起業しました。起業したうちの一人「サワダ タツヤ」さんです。先月、防災関連の商

品を扱う会社を立ち上げました。 

サワダさんは今も毎週のように相談にのってもらっています。これまでに図書館で集めて

もらった資料です。シャッターの需要やメーカーの実情、さらに資金の回転。これは、台風

の被害状況、風力学。サワダさんはこの資料をもとに、さらにシャッターの耐久性を向上さ

せる新たな製品の開発に成功しました。シャッターの内側にカンヌキを取り付け補強しまし

た。「大切な仕事のできる社員が図書館にいると思っています。図書館が無かったら商品開

発なんか未だにできてなかった」「仕事をする上で、生活する上で困っている方に、そうい

う部分を解決するために図書館の資料がお役に立てるのだと思っています」。＞ 

 

ビジネス支援・ビジネス支援・ビジネス支援・ビジネス支援・就職支援サービス就職支援サービス就職支援サービス就職支援サービス 

いかがですか。「ビジネス支援サービス」と言います。全国で今、図書館が 3200くらいあ

りますが、これを図書館がはっきり意識し始めたのは、10 年くらい前で、こういうことを

やらなくてはいけないと、そういう団体を立ち上げたのですが、今では 400館がこのサービ

スをしています。ゼロから 400に増えた。 

サワダさんは、防災とは全然関係ない医療関係の営業マンをされていた。米子の町を営業

で車で走っていたら、少し前に台風が襲ってシャッターが軒並み壊れていた、シャッターは

もしかしたら風に弱いのではないかと気がついて、それを防ぐ商品を開発したら商売になる

のではないかと考えた。普通こういう場合、行くのは産業センターとか商工会議所なんです

が、サワダさんは図書館へ行った。図書館だけです。図書館だけで、さっき言った台風の事、

風のこと、シャッターの事、ゼロから調べてはじめて 1000 ページにわたる資料を蓄えて、

会社を立ち上げるお金を借りるところまで紹介してもらう。 

映像では、角材使った珍奇なものでしたが、サワダさんは営業マンなので商品はデザイン

が大切だと、デザイナーを図書館に紹介してもらった。図書館が紹介したのは、マイクロソ

フトのエックスボックスをデザインしたデザイナーです。最終的には非常にスマートな商品

に仕上がりました。それで鳥取県で唯一、この年Ｇマークを取った商品になりました。Ｇマ

ークと言うのは、経済産業省が優れた商品に与える賞です。サワダさんの会社は、普通のお

店のシャッターだけでなくて、飛行機の格納庫とか巨大な工場のシャッターを風から守る商

品の開発というところまでいっています。 

 

こういうことが日本の各地で起きています。起業だけではないです。サラリーマンに対す

る情報提供、私が浦安でこのサービスを始めたとき、私が直接受けた質問の中にこういうの

があります。サラリーマンが飛び込んできてですね、「自分の会社で持っている自社ビルの

屋上にネオンサイン灯をつくれと言われて、そのための報告書を作らないといけない。ネオ

ンサイン灯の積算資料がちょっと見つからないから頼むよ」と、いうそういう質問がきまし

た。そういう質問を図書館にしてもいいんです。「はぁ」って言ってる方がいらっしゃる。

ほとんどの方が知らないんですね。図書館の人間は、本の名前が分ってないと探してくれな

いと思っているけど、そうじゃないんです。「家の子どもがアトピーで困っています」とか、
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「家の親は認知症が始まって介護に困っています」とかね。そういう言い方でいいんですよ。

ちゃんとした図書館員がいる図書館では、「どういうところまで調べましたか」と必ず聞き

ます。「こういうことまで分っている」。そうすると「じゃ、この本とこの本とこの本を、こ

ういう順番に読んで下さい」というふうなことをやります。 

それが本当にいい図書館です。だからそれがさっきから前置きしたことなんですね。自己

判断・自己責任社会には図書館が必要ですよねと言う話につながっていくんです。それでは

資料の方で縦型の資料を見てください。「図書館海援隊プロジェクト」という資料がありま

すね。今、日本の地域の活性化という問題では、ビジネス系の問題がありますが、もう一つ

は失業問題ですね。いまや日本は自殺大国ですね。年間３万数千人の方が自殺している。大

体、25 分に１人が自殺しているという、すさまじい自殺大国です。日本は昔からおばあさ

んの自殺が高かった。ところが今や働き盛りの自殺率が高い。きょう私が話を始めてから大

体１時間半。ということは、私が話しを始めてから６人の方が自殺しているということです

ね。自殺の最大の原因の一つが失業ですね。これははっきりしている。都道府県別でみます

と、失業率と自殺率は連動しています。唯一の例外が沖縄ですが……。 

そういう状況の中で失職した人をどうしたら自殺から救って、きちんとした生活に戻せる

か。それに対して図書館は何か出来ないかということです。このプロジェクトの表を見てい

ただくと分かりますが、失業するとどういう精神状態になるかというと、まず「鬱」になり

ます。「自殺願望」が出てきます。まずそこを止めなくてはいけない。そのためにはどうい

う情報が必要か、その情報に関して図書館はどういう本を持っているかというところから、

フローチャートが始まって、最終的には再就職するための心の準備、資格をどう取るか、ど

ういう面接をするか。図書館は情報を提供して行って、最後に就職を果たして新しいライフ

プランを作っていく。そういうフローチャートを作っている。これは鳥取県立図書館の司書

が作ったフローチャートですね。これに基づいて鳥取県立図書館は再就職するための本を集

めたんです。１か所に。図書館の分類、普通の分類では足りなくなっちゃうのです。 

今お話したような、先ずは「鬱」を直し、前向きの精神状態にする。そして就職するため

のいろいろな活動のサポートのための情報、資格を取るとか、そういうコーナーをつくった

んです。すると早速、知り合いに失業して今にも自殺しそうだという人がいて、心配してい

たという人がたまたま図書館にきて、この情報コーナーで本を何冊か借りて、その友達に「お

前これ読め」と渡したんですね。そうすると見事に立ち直って、再就職を果たしましたとい

うお礼の電話が図書館にかかってきたそうです。 

 

映像とナレーション映像とナレーション映像とナレーション映像とナレーション 

＜東京立川市の中央図書館です。ここに去年 11 月に新たにできたのが「仕事・資格コー

ナー」です。この仕事に関する本、様々な業種を紹介する本、面接に関する本など、およそ

700冊を集めました。これまでここにあった就職関連本は 100冊ほど、厳しい雇用情勢が続

く中、就職の本を置いて欲しいという要望が多く数を増やすことにしたのです。これまで置

いてなかった本も、中にはあります。秘書検定とか簿記といった資格検定の参考書です。こ

うした参考書は中の問題集の部分に書き込みをされる心配があったため、これまで置いてい

なかった。しかし、それでも自分で購入する余裕がない、そういった利用者からの要望が強
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く、取り扱いを始めることにしたそうです。また、この棚、ごらんのように空いているスペ

ースが目立ちますよね。他の棚に比べても貸し出しが多いからなんです。就職活動が本格化

する今、特に人気なのが、面接、エントリーシートの書き方に関する本だということです。

こうした就職活動を支援する取り組み、他の図書館でも行われています。 

東京都立中央図書館です。先週、図書館を就職活動に活用してもらうためのセミナーが開

かれ、定員を超える 70 人が集まりました。こちらの図書館には書籍のほか、会社概要や企

業の経営状態がわかる 50 万社分のデータベースがあり、無料で使うことができます。この

利用方法について説明を行いました。 

(セミナー参加者の声)「やっぱり、面接のときに準備が必要ですし、調べ方というか、そ

ういうものを教えてもらいました」「図書館に通って情報収集など活用していきたい」。 

情報の活用の仕方まで知ってもらおうということです。図書館には膨大な情報があり、そ

れらが無料というメリットがあります。厳しい就職活動が続く中、それらを活用してもらお

うという取り組みは、全国でも広がりはじめています。中継でお伝えしました。＞ 

 

このビジネス支援というサービスは、アメリカの図書館では 100年の歴史があります。ア

メリカでの場合は、人口２万とか３万という小さな町の図書館員でも、図書館の外に出て行

くんですね。花屋さんとかレストランとか葬儀屋さんとか。そういう所へ出て行って、「何

か仕事で困っていることは無いか？」と聞いて回る。図書館員がです。「最近、税金の事で

わからないんだけど」と、そういうことを全部聞いて回って、そして図書館に戻ってデータ

ベースや、全米図書館のネットワークを使って答えやヒントになるものを集めて、レストラ

ンや花屋さんや葬儀屋さんにその答えを届けるというサービスまでやっている。つまり市役

所全体が地域の経済活性化に必死に取り組んでいるのに、図書館だけが、「そんなこと全然

知らんよ」ということでいいのかということです。さっきから見ていただいているように、

図書館にはあらゆる情報があるんですね、つまり会社のやり方とか、人事のやり方とか、補

助金のもらい方とか、そういうことは商工会議所とか産業センターなんかに情報があります

が、ビジネスで重要なのは商品なんです。どういう商品を作るか、どういう商売をするかと

いうのが重要で、そういうヒントみたいなものが、今言ったような所には無いですよ。とこ

ろが図書館には、森羅万象、すべてのものが「本という形」であります。いまデータベース

を含めて、図書館の空間の中にありとあらゆるヒントがあるんです。普通、気がつかないよ

うなものが、これは商売になるんじゃないかというようなヒントが、たくさん図書館の中に

あるということですね。そういう点からも従来の相談窓口とは決定的に違うといえます。 

 

映像とナレーション映像とナレーション映像とナレーション映像とナレーション 

 ＜新宿区にお住いのウツミ ヒロシさん。ウツミさんがよく利用される図書館は病院にあ

ります。 

 東京女子医科大学病院の総合外来センター 入り口近くにあるのがこの病院の図書館「か

らだ情報館」です。患者やその家族だけでなく一般の人も利用できます。ここには病気や健

康にについて分りやすく書かれた本から、医学生や看護学生が参考にする専門書まで閲覧す

ることができます。患者として病院に来たときに「からだ情報館」を見つけたウツミさん、
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今ではここを利用するために病院に来ることがあります。 

「相談がありまして……。」ウツミさんが話しはじめたのは看護師です。「からだ情報館」に

は、看護師が常駐し利用者の相談にのってくれます。ウツミさんは血液検査の項目について

もっと詳しく知りたいと思っていました。そこでどんな本を参考にすればよいか聞いてみた

のです。「ちょっと見せて下さいね。」・・・看護師は数多くの本の中から、一人一人に適し

た本を選んでくれたり、日常生活の注意点などが書かれたパンフレットを紹介してくれたり

します。さらに司書も常駐しているこの「からだ情報館」には、１日 140人ほどの利用者が

訪れています。「専門家の方が常時、スタッフとしていらして、相談にのって頂いて適当な

アドバイスをいただけるのが一番の魅力かなと思っています。」 

(病院幹部の話)「私ども診療する立場からしても、普通の診察室の中で疑問に思って居ら

れることにすべてお答えできないという状況が現実にありますね。そういったことに少しで

も細くするためにもぜひ利用していただきたいと思っています」。＞ 

 

医療にも自己責任の波、重要な医療情報医療にも自己責任の波、重要な医療情報医療にも自己責任の波、重要な医療情報医療にも自己責任の波、重要な医療情報 

次は、医療情報、健康情報ですね。高齢化社会に向かってこれは最大の地域課題ですね。 

勿論、市民の方が健康になるということも重要なのですが、行政的にみると、日本の保険制

度においてはお医者さんが儲かれば儲かるほど各自治体の補助金も出て行くわけで、病院が

増えて、病院が儲かれば儲かるほど、各自治体の医療関係のコストが膨らんでいくというわ

けです。だから市民の方が健康で、適切な医療を受けるということは、市役所の財政問題を

解決していくという側面もある。非常に重要なことなんです。実は、「医療情報サービス」、

図書館から医療情報を提供するということでは、やはりアメリカの図書館は世界で一番進ん

でいる。何故でしょうか。気づいていらっしゃる方もおられますね。 

オバマ大統領が一生懸命、国民皆保険を実施しようとしていますが、アメリカは公的保険

ないですよね。だから保険金を払えない人が国民の半分以上います。どういうことになるか

というと、病気になるとものすごいお金がかかる。夫婦で大きい病気すると老後の資金が無

くなるといわれるくらい。一部のお金持ち以外は、医療費は大変な問題なんですよ。だから

アメリカ人は余計な医療にお金をかけないように、自分たちで一生懸命勉強している。その

情報の窓口はどこか？ 地域の図書館です。ちょっと大きい図書館に行くと、医療専門の図

書館員がいる。医療、薬学などのデータベースを駆使して、最新の治療法なんかをどんどん

抽出してやるんですね。そうすると、そういう情報をもって主治医の所へ行って、議論する

わけです。これがアメリカ流のインフォームドコンセントです。日本は、先生が丁寧に説明

してくれるのがインフォームドコンセプトと思っているのですね。アメリカはそうではなく

てお医者さんと対等に議論するんです。「こういう最新の治療法があると聞いたんだけど、

あなたにその治療ができないんだったら、ちゃんとできる所を紹介しなさい。」というぐら

い議論する。だって凄いお金がかかるのですよ、アメリカの場合は。 

「シッコ（Sicko）」っていう映画をご覧なった方いらしゃいますか？ ああ、随分いらっ

しゃいますね。さすがですね。あれ衝撃的なシーンで始まりますよね。見てない方に言いま

すと、チェーンソーで指２本を落としちゃった人が、急いで持っていけば手術でつながるか

らと、指を２本もって病院へ行く。とお医者さんが、「人差し指 50万ドル。中指 40万ドル
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です。どうしますか？」と聞くわけです。「そんなお金ないな。でも人差し指だけでも救い

たいな」。「じゃ、中指いらないね」って、その中指をポーンとゴミ箱に捨てるシーンから始

まる映画ですね。保険がないからそういうことになっちゃう。だから彼らは一生懸命になり、

それを図書館がサポートするということになるのですね。 

日本もまさにそういう状況に突入しつつあるでしょ。どうですか？ 産婦人科の先生のな

り手がないでしょ。何故でしょう？ 裁判になったらお医者さんが責任持たなければいけな

いからでしょ。でも若手のお医者さんたちは「患者さんも責任持ってください。患者さんが

決めてください」と言い出したんです。年取った先生は今までどおり、「患者がいちいちう

るさいこと言わないで俺に任せておけ」って、家父長的な医療ですね。若い先生はそうじゃ

ない。メニュー出すから患者さんがちゃんと選んでくれ。ちゃんとエビデンスなど説明する

から、と言っているんですね。 

ＮＨＫのＥテレで「チョイス」という番組が始まったんです。ご覧なったことありますか？ 

病気になったらどういう選択肢があるかというのを見せる番組なんです。この番組の最初の

日、タレントが「病気になったらどういう治療を受けるかというのは、お医者さんが決めて

くれるじゃないか」と、いみじくも言ったんです。まぁ脚本にそういう風にあったのでしょ

うが、その時にお医者さんがこう言ったんです。「そうじゃないです。医者はメニューを提

示するだけです。患者さんは生活も違うし、年齢も違うし、どういう生き方をしているかも

違うでしょ。それに合った治療はどれなのか、最終的には患者さんが決めるんですよ」とい

う会話から始まったんです。日本でもやっとそういう番組が始まったのかなと思いましたね。

どうですか。女性の方沢山おられますが、今乳がんの手術、切る先生、切らない先生に分か

れていますよね。切る派の先生の所へ行ったらスパッと切られちゃう。昔のように、町に１

軒しか病院がなくて、そこにお医者さんが１人しかいなくて、そのお医者さんが「駄目だ」

といったら、それを信じて死んでいったから、非常にハッピーでしたよね。ところが今、み

なさん知っていますよね。北海道の旭川に行けばブラック・ジャックみたいな先生がいて、

脳腫瘍を直してくれる。でもお金がかかる。じゃあ親戚中からお金を借りまくって、その先

生に手術をしてもらうか、それとも地元の普通の病院で保険でかかるか。皆さんの判断です

よね。何をヒントに判断しますか。その判断の材料を図書館が検討しなければ駄目なのでは

ないかということなのです。 

 

今日の資料の２ページ目、３ページ目、４ページ目に、ヒントがあるので上げています。

これは面白いですよ、二つとも図書館員の経験談です。一つは図書館員の両親が病気になっ

て、その病気について調べようとして、自分の図書館にある資料だけでは全然役に立たなか

ったという体験。その体験を通じて普通の図書館にこそ、専門的な病気の本がなくてはだめ

だと反省したと言っていますね。もう一つはもっとすごい。図書館員自身が白血病になって

緊急入院した。そのときに病気についての情報が手に入らなくて、ほんとに精神的に追い詰

められた。いかに患者にとって病気についての情報がきちんと開示されなければならないか

を、身にしみて感じたと言っていますね。これ是非読んで頂きたい。なかなか面白い。 

それから資料の５ページ。これは、認知症ですね。進行を止めるにあったて、昔のフィル

ムとか昔の写真とか昔の音楽、昔の体験をすると、認知症の進行を止められるということが
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分ってきたんですね。そういう昔のものが一番あるのは図書館ですね。そういうのを図書館

員が抱えて介護施設などへ出向いて、認知症の進行を止めるお手伝いをしているという、そ

ういうことがいろいろ図書館はできる、ということです。 

 

自己判断・自己責任とそのことについてお話します。私ももう年なので人間ドックへ行き

ます。胃カメラ飲むときに、「げーげー」やっちゃうので、ずっと我慢してたんですが、つ

いに麻酔を使おうと決心したんです。鎮静剤とかいうの、あれ麻酔ですよ。それで先生に聞

いたんです。「この麻酔はどういう危険度があるのですか」って。そうすると、その先生が

「ぼくの経験じゃ、別にどうって事ないよ。」皆さん感じてらしゃるでしょう。そんなこと

聞いた訳じゃない。１万人やったらそのうち何人が問題になって、その予後がどうなったか

という、ちゃんとした客観的なデーターを聞きたかったんです。先生の意見を聞いている訳

じゃない。でも胃カメラ飲む前で、飲んだときにグニュってやられるの嫌だから我慢しまし

たけどね。で、帰ろうと思ったら、「常世田さん、車で帰らないですよね」。「仕事があるか

ら車で帰りたいんですが」。「じゃ、この書類にサインしてください」。麻酔のあとは絶対に

車を運転してはいけないと病院では定められていて、止めたけど本人がどうしても車に乗り

たいと言って、……。自己判断、自己責任で。 

これですよ。まさに、これ。自己責任ばかり追及されていく一方で、ちゃんとした情報は

手に入らない。これいい例え話でしょう。私、自分の身を挺してこの例え話を作ったんです。

（会場 笑い） ここはまさに日本の現状を表していると思います。自己責任ばかりが一人

歩きしている。その一方で必要な情報が手に入らない。その穴を埋めるために身近な図書館

が、これだけの可能性を持っているということです。だから大切にしなければいけない。専

門家を育てなければいけないということにつながって行くということです。情報をスムーズ

に提供するというと、なんか情報開示みたいなものにつながってきて、あたかもイデオロギ

ー的な話に取る方がいらっしゃる。イデオロギーと関係ないです。右も左も関係ない。誰だ

って、正しい情報を必要十分に手に入れなければ結論を間違っちゃうんですから。そのこと

を言っているんです。私利私欲と関係ないです。 

ものを考えるときに、正しい結論に導くために必要な情報が順序だてて手に入らなければ、

どんな天才だって間違ってしまうということです。１＋2＋３という計算があるとするでし

ょ、最後の＋３というのを隠されていたら、どんな天才で優秀な人だって答え間違っちゃう

じゃないですか。そういうことを申し上げている。ちゃんとした結論に導くためには、ちゃ

んとした情報が手に入らなければならない。 

 

さて、レジュメの３ページ、先進国との比較ということで一つ、二つ。ＯＥＣＤの学力到

達度テスト「ピサ」。日本では普通、ピサピサと言いますが、国際的には「ピザ」。これでフ

ィンランドが連続総合１位を続けていますね。日本の教育関係者は、フィンランドの学校を

視察に行くんです。でもフィンランドの教育大臣と副大臣は、なんて言っているか。「私た

ちは図書館に力を入れたんです」と言っています。学校だけで読解力を身につけるは、なか

なか難しいですね。そしてオバマ大統領は、上院議員時代に「アメリカの社会を支えている

のは図書館だ」と言っている。 
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最後の別刷りの資料、「図書館のミッションを考える」これを是非読んで頂きたい。わざ

わざ今日の会の方が別刷りにして下さった。「片山善博、聞いたことあると思いますが、元

鳥取県知事、前民主党政権の総務大臣」。その片山さんが鳥取県知事のときにご自分で書か

れた文章です。ふつう知事なんて自分で書かないですよ。でも片山さんは本当に真面目な方

で、ご自分で書かれた。総務省というのは民間委託推進の中心、そういう省庁です。そこの、

片山さんは総務大臣になったときに、はっきり「図書館は委託になじまない」、と発言をし

て下さったんですが……。 

この文章、なにかというと、図書館の「行政支援サービス」という新しいサービス。これ

は、図書館がその町の市役所の仕事を支援しなさいというサービス。最初にお話しましたよ

ね。これからの市役所は、県や国からの情報だけではやっていけない。自分で情報を集めて、

自分で判断しなければいけなくなる。市町村も、市役所も、町役場も。その時に、市役所の

公務員だけで必要な情報を集められますか？ 一つの小さな自治体で、世界中の情報を集め

て、国際的な視野にたった判断できますか？ 情報集め切れないでしょ。普通の公務員は情

報を集める専門家ではないですよね。だから専門家である図書館員が、市役所の職員が仕事

をする時に必要な情報を集めて提供しなさいという話です。読んで頂くとわかります。慣れ

ない仕事で時間を取って、しかも必要な情報を集められないということでなくて、図書館が

情報を集めて、その情報で市役所の職員が判断していく。 

片山さんは鳥取県知事のときにこういうことをやったんです。知事とか副知事とか、局長

とかそういう県のトップの人たちが集まって庁議をする。普通、そういう会議で問題点が出

てくると、次の会議までに「担当課が調べておけよ」と言って問題点が延ばされてしまう。

片山さんはそのトップ会議の場に、県立図書館の司書を同席させたんです。そして会議の途

中で疑問点が出てきたら、「お前、それ調べろ」って。そこでその司書は、県立図書館へ連

絡を入れて、そこですぐに答えを見つけて、会議にその答えを反映させる。その場で答えを

出していける。会議ですぐ結論が出せるじゃないですか。１週間なり短縮できますよね。決

定にね。それくらい図書館というのは行政に役に立つんだということをこの論文でいってい

ます。是非、読んで頂きたい。 

 

 

役に立つ図書館には一定のコストがかかる役に立つ図書館には一定のコストがかかる役に立つ図書館には一定のコストがかかる役に立つ図書館には一定のコストがかかる 

さて、そういう図書館であるからこそ大切だよというということで、レジュメの４ページ

目を見ていただきたいです。当たり前の事ですが、役にたつ図書館を運営するには一定のコ

ストがかかります。民間企業なら、一定の売り上げを上げるには、一定のコストがかかりま

す。当たり前でしょ。ところが今や役所というところは、もう節約、節約、節約、節約と、

図書館の一定のサービスを提供するレベルを割り込んでしまっている。ましてや民間委託に

したら、安く上げるために民間委託するわけですから、もっとコストを絞っちゃう。そうす

ると、今、お話してきたようなサービスは、まず不可能です。民間委託した図書館で、今皆

さんに見ていただいたサービスをしているところは、ほとんど皆無です。名前ではやってい

ると上げている図書館はありますけどね。今、皆さんに見ていただいていたレベルできちん

とやれているところは無いです。だから、まぁ、妥当なコストをかけるということは必要な
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ことであって、ここにも書きましたが、諺にもあります、「安物買いの銭失い」。本当にそう

思います。直営でも民間委託でも同じですが、中途半端な図書館やるならやめた方がいいで

す。その金で福祉だとか教育にお金回した方がいい。本当に私はそう思います。市民の１割

くらいしか使わない図書館、しかもそこで本好きの人に小説を貸しているような図書館。し

ょうがないじゃないですか。ちょっとお金を出して、本当に役に立つ図書館にした方がいい

んです。例えば、１億円予算をかけたとしたって、１億 5000 万円のアウトプットが生まれ

たら、産業界そこの地域の商店や会社の収入が上がれば、そこから税収が取れるわけですか

ら、そういうふうに考えたら、かけたコストの何％増しとか、あるいは何倍かのアウトプッ

トがあれば、それで十分割が合うわけですね。ですから結論が先になりますが、財政力が豊

かな町にいい図書館があるとは限らないです。本当に財政力のない町でもいい図書館を運営

しているところはたくさんあります。だから決してお金のある無しではない、ということな

んですね。 

 

さて、中央官庁は、そもそも「図書館を委託の対象とは想定していなかった」ということ

で、さっき片山さんのお話をしました。コスト、コスト、民間委託が安くなるということで

すが、ここにも上げた「みんなの図書館」2007 年７月号に、桑名市の図書館と田原市の図

書館の比較という文章が載っています。皆さんの図書館にもこの本があると思いますので見

ていただいたら良いと思います。桑名は委託の図書館。田原は愛知県にある直営の図書館で

すね。これを比べてみたら決して民間委託は安くはない。それは考えられますよね。だって

民間企業というのは利益を上げるためにやるんですから、利益が上乗せされているわけです

ね。儲けるために。その分が従来かけていたものよりも、トントンか少なければいいけれど

も、そうじゃなければ決して安くないわけですね。ポイントはどこが変わるかといえば人件

費なんです。すでにアルバイトを沢山雇って運営しているような図書館は、委託にしても決

して安くならないです。 

皆さんご存知のように、市役所のアルバイトの賃金、大体 800円か 900円ですね。ところ

が委託すると１人当たり一時間大体、1800円から 2000円かかっちゃう。直接のアルバイト

２人雇えるでしょ。正職員がいっぱいいて、しかも昨日まで水道課にいて図書館のことが何

も出来ないような人がゴロゴロいるなら、少しは安くなるかも知れませんが、もともとそん

な図書館は直営でやっていてもひどい図書館ですよね。それから図書館で働いていた人がみ

んな「クビ」になるなら安くなりますよね。図書館で働いていた人たち「クビ」になります

か。ならないですよね、そのまま本庁に帰って、今までどおりの給料を取るんです。当面の

「かかり」は全然安くならないじゃないですか。そういう魔術みたいな錯角が横行している

のではないかな。ですから、私は委託に反対ではないですよ。例えば清掃とか機械の管理だ

とか、警備だとか、委託をしても良い分野は図書館にもたくさんあります。そういうところ

はちゃんと委託すべきですよね。それから、どうしても委託だというなら、いいサービが出

来るようにコストをかけて委託すべきだと思いますね。でもそれなら、直営でやるでしょう

ね。そこまでお金をかけるならね。 

民間委託というのは本来手段ですよね。効率的に運営するための手段のはずですが、得て

して、その時の市長さんが選挙公約で民間委託をするぞと言って当選したりすると、手段で



20 

 

はなく目的になっちゃう。民間委託しても安くなるわけではないけれど、公約で民間委託す

ると言ったからともかく民間委託しなくちゃいけないということになっちゃう。そういう悲

しい事例もありますね。 

 

図書館の命は図書館の命は図書館の命は図書館の命は「「「「人人人人」」」」、直営でしか、直営でしか、直営でしか、直営でしか「「「「人人人人」」」」は育たないは育たないは育たないは育たない 

それから、４ページの一番下。これがとても大切なことです。委託をするということが妥

当だということは、こういうことです。つまり民間の会社の中に、もうすでにノウハウが蓄

積されていて、成熟された非常に効率の高いビジネスモデルがもう出来上がっている。公務

員が掃除するよりは、掃除専門の会社に委託した方が、安くて綺麗になるという、そういう

ことで委託するわけですよね。だけど、図書館って民間にありますか？ 高度な情報提供サ

ービス、今、皆さんに見ていただいたような、医療情報、ビジネス支援、地域の行政サービ

ス、就労支援など高度な情報提供サービス、そういうサービスをやっている民間の図書館が

ありますか。あったら委託できますが、無いですよ。とっても不思議なことです。委託とい

うのは、その会社の正社員の来るわけではないんですよね。皆さんご存知のように、安く上

げるために、その会社がさらにアルバイトを雇うんです。その会社が雇ったアルバイトが図

書館に派遣されてくるんです。そのアルバイトの人たちって誰なんです。司書の資格は持っ

ているんです。でも、民間の巨大な図書館が無いのに、どこで働いていたんでしょうか。普

通の図書館でアルバイトしていた人でしょうかね。普通の図書館でアルバイトしていた人は

どういう仕事をしていたのでしょう。カウンターでピッピやっていたんでしょうね。その人

を雇って図書館で働かす。いきなりこういうサービスができますか、ということなんです。 

そしてその人たちの給料は年収 200万以下。官製ワーキングプアといいます。年収 200万

以下で結婚できますかね？ だから辞めちゃうんです。その人たちは本当に図書館で働きた

いという熱意に燃えてみんな入ってきたんです。その熱意が続く間だけなんとか働きます。

でもホントにもうだめだと言って、どんどん辞めていきます。こんな不況ですから、次から

次になりたい人がいるので次から次に募集され、定着しないんです。つまり優秀な図書館員

というのは養成するのに時間がかかるんです。僕ら一人前の図書館員になるのに 10 年かか

ると言われました。そんな長期間雇用なんて現実には難しいということなんです。だからベ

テランの、今皆さんに見ていただいたビジネス支援なんて、今見ていただいたサワダさんの

相手をした小林さんってね。ねっとりした、ああいう存在感のある図書館員になるには 10

年以上かかるんですよ。 

あんな人が育つんですかね。そこが大きな問題だということです。そして民間委託にする

と、３年、５年というようなタイミングで、また入札になりますね。そうすると違う企業に

かわる可能性が十分あり得る。そうすると、それまでやっていた企業の蓄積というものが全

くゼロになります。新しい会社が入るのですから……。連続性がなくなりますね。 

だから子ども達がなついていた図書館がいきなり、ある４月から居なくなっちゃう。そう

いうことが現実に起きてくる。そんな無理をしてまで何故委託するのか？ だから、3200

ある図書館のうちで委託されているのは、まだ１割に達するかどうかというところです、９

割は直営でやっているということなんです。 

だから非常にやりづらい。指定管理者というのは、その企業が智恵をしぼってそこで儲け
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なさいという制度です。だからお金を取れる余地がないと指定管理諸制度は成り立たないん

です。行政サービスでお金が取れる部分はいっぱいあります。プールだとか、博物館だとか、

そういうところではいろいろ工夫してお金をとる。でも図書館は基本的に無料の施設ですか

らお金は取れないんです。100％委託料でやるしかない。智恵の出しようがない。そうする

と人件費でコストを下げるしかない。だけど図書館の命は人ですから、そこが崩れたら図書

館の命を奪うような……悲しいですよね。ということで、総合的にいうと私はあまり賛成で

きないなということであります。 

 

委託図書館は「市民の監視」の枠外に委託図書館は「市民の監視」の枠外に委託図書館は「市民の監視」の枠外に委託図書館は「市民の監視」の枠外に 

そして最後のところ、「図書館業務全体が市民の監視の枠外へ」という項ですね。直営で

あれば議会でいろいろ質問が出て、「教育長、何やってんだ、市長、何やってんだ、図書館

長、どうしたんだ、答えろ」って……。聞かれたら市議会でちゃんと応えなければいけない。

でも委託になったらそんなこと無いですからね。社長をここに呼べなんてそんなこと有り得

ないですからね。直接市民がチェックすることが出来なくなるんです。そして今の日本の行

政の仕組みだと、何か問題があれば委託をした市役所が責められる。だから市役所は委託先

の企業を守るという形になってしまう。これがイギリスやアメリカの場合はそうじゃないで

す。非常に厳しい契約をするので、契約も非常に細かいです。だから一定のレベルに達して

いなかったら、罰則が与えられるんです、委託先の企業が。だから企業は必死になります。

だけど日本はそんなことありません。だから両者がもたれ合うような関係になってしまう。

そこが非常に問題です。 

５ページのいちばん最後のところに、指定管理者制度から直営へ戻した所の例を幾つかあ

げておきました。福岡県の小郡市とか、島根県の安来市とか高知の南国市とか、そういう例

を挙げておきました。そして６ページ、参考文献を幾つか挙げておきましたので参考にして

いただきたいと思います。 

 

短時間で、つたない話しで聞きづらかったと思いますが、最後までご静聴有難うございま

した。これで終わります。 

 


