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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 

 

三田市長 竹内英昭殿 
三田市教育長 大澤洋一殿  
三田市まちづくり部部長 本田嘉昭殿  

三田市の図書館を考える市民の会 
(代表世話人 小林 純生) 

２０１５年７月６日 

 

三田市立図書館がＴＲＣ三田の指定管理に移行して１年が経過しました。５月末に開か

れた図書館運営評価委員会では、「評価のまとめ」について審議され、近々に三田市として

の初年度の評価が公表される段取りのようです。「三田市の図書館を考える市民の会」(以

下、市民の会)は、指定管理図書館の評価には「直営時との比較」という視点が基本だと考

えています。加えて、どのような形態であれ「市民のためのよりよい図書館を目指して」

という視点も欠かせません。そういう姿勢でこの１年間、観察と情報収集を行い、また評

価委員会も３回傍聴して審議内容を取材してきました。その結果、幾つかの事実を知りま

した。とりわけ、「評価委員への資料提供がまったく不十分である」「図書館職員が大量に

入れ替わった」という二つの事実は驚きでした。 

指定管理移行と同時に開館日・時間が大幅に拡大されました。その結果、それまで利用

できなかった市民も利用可能になるなど、利便性は大きく広がりました。その点は評価し

ます。しかし、利便性の向上と図書館としての実績との関連性を精確に検証するためのデ

ータが公表されていません。２０１３年度(平成２５年度)の図書館年報は大幅に遅れ、よ

うやく６月中旬に図書館ホームページに掲載されました。一方、２０１４年度(平成２６年

度)のデータは速報値すら公表されていません。利便性と利用者数・資料貸出数などとの相

関関係の検証は全く不可能です。にもかかわらず市広報紙、一般紙などでは「良いことづ

くめ」の報道がなされています。具体的データを明かさないまま、「成果」だけを謳いあげ

る姿勢は、「為にする」偏った宣伝と言わなければなりません。 

私たち市民は、図書館運営について直接意見を申し述べる場を全く持っていません。各

地で機能している図書館協議会も三田市にはありません。図書館運営に市民の意見や要望

を反映しようとする姿勢が、市にはそもそもないようです。しかし、言うまでもなく図書

館は市民の財産であり、文化的・知的生活の拠り所でもあります。 

以下、三田市に幾つかの要望と質問をいたします。市民の意見に真摯に向き合い誠意あ

る回答をいただきますよう希望します。 

 

ⅠⅠⅠⅠ....    以下のことを要望します。以下のことを要望します。以下のことを要望します。以下のことを要望します。    

１. 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。 

２. 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。 

３. ２０１４年度の図書館基本データを早急に公表してください。 

４. ＴＲＣ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。 

５. 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。 

６. 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。 
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要望の理由・根拠について説明します。要望の理由・根拠について説明します。要望の理由・根拠について説明します。要望の理由・根拠について説明します。    

 

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。    

図書館に「リクエストは選書の参考にさせていただきます」との貼り紙があります。こ

れは何を意味するのでしょうか。「リクエストはできる限り尊重する」というのが直営時代

の図書館の方針でした。それをＴＲＣ三田は一方的に変更しました。指定管理移行に際し、

三田市は「市民サービスが低下することはない」と再三約束しましたが、リクエストにつ

いての方針転換は明らかにサービスの低下です。市民に事前に知らせることもせず突然の

方針変更でした。当然、市民から多くの抗議が寄せられ、その挙句この貼り紙になったの

だろうと推測されます。前川千陽館長は「(方針変更に)利用者からご理解いただけるよう

になりました」と評価委員会で述べましたが、事実とはまったく違います。市民の不満は

鬱積しています。カウンターでのトラブルも多く、市民の会への通報も多数に上っていま

す。何よりも「買わないことになりました」だけで、理由の説明がほとんどあるいは全く

無いケースが多く、利用者の怒りを買っています。 

市民の会のメンバーが次のような体験をしました。ある本について、リクエスト却下の

理由を尋ねたところ、「相互貸借の他館にありましたので」という返答でした。「それは理

由になりませんよ」と改めて尋ねたところ、即答はしてもらえず数時間後電話で回答があ

りました。「選定会議での決定が全てです。それ以上は(市の)担当課にお聞きください」と、

全くけんもほろろの「通告」でした。「猪名川と宝塚の図書館にありますから、そちらでカ

ードを作って借りてください」と言われた利用者がいる――との指摘が評価委員会でもあ

りました。これらがまともな図書館員の対応でないことは誰にでも分かることです。しか

し、そうは思わない図書館員が三田に出現しています。いいえ、図書館員の問題ではない

ですね。ＴＲＣ三田が職員にそう言わせているのです。憂慮すべき事態です。 

民営になったとはいえ、三田「市立」図書館は市民の図書館です。市民が主人公なので

す。市民のリクエストは最大限尊重されなければなりません。当然ですが、「最大限に尊重

する」ということは、「すべて受け入れる」ことではありません。リクエストの趣旨をよく

聞き取り、どのような本かよく調べて、真剣に検討して結論を出す、ということです。「参

考にします」とは全く異なる対応です。「購入するにふさわしくない」と判定したら、申請

者に理由をきちんと説明しなければなりません。加えて、どうすれば入手できるかを知ら

せ、入手の手助けをするのが図書館員の役目です。一部、偏ったリクエストが繰り返し出

されるケースがあるかも知れません。そのような利用者にもきちんと説明し、ダメなもの

はダメと毅然と対応する。これも基本的な役目です。そのようなことすべての前提が、「市

民のリクエストは最大限尊重する」という基本姿勢です。私たちはそう考えます。 

「参考にさせていただきます」の貼り紙を直ちに撤去するようＴＲＣ三田を指導してく

ださい。そして「リクエストを最大限尊重する」方針へ戻させてください。 

 

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

選書と除籍については、一次選考から決定まですべてがＴＲＣ三田に任されていて、購

入後に生涯学習支援課の図書館担当職員がチェックする。不適当なものについては図書館
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予算を使うことを認めずＴＲＣに費用を負担させる――２月の評価委員会でこのように説

明されました。 

しかし、この方式で本当にまともな選書・除籍が行われるのか。大きな疑問符が付きま

した。図書館職員の能力・質・レベルに見逃せない問題があることが、評価委員会でのや

り取りで明らかになったからです。カウンターでの対応を始めとして、基本的な業務につ

いてさえ、市民からのクレームが日常的に発生していることが、評価委員会で何度も取り

上げられました。図書館担当の責任者である印藤昭一参事も前川館長も、そうした事実を

認めざるを得ませんでした。極めて初歩的な運営業務さえまともにできていない状況で、

選書という「高度の知識・経験・見識が求められる作業」ができるものでしょうか。図書

館員個々人の資質については触れませんが、専門分野ごとに高度の選書能力を持った司書

が揃っているとはとても思えません。また、最終決定権を持つ館長の評価委員会での発言、

漏れ伝わってくる職場での言動等を総合判断すると、あらゆるジャンルの書籍について的

確な評価・判定ができるか、強い疑念を持ちます。児童文学分野ではそれなりの見識を持

っておられると聞きますが、文学全般、政治、経済、社会学、人文学、科学、化学等々の

全分野についての広い知識を、１個人に求めるのは無理があります。各分野それぞれに優

秀な専門司書がいて、かつ広く高い総合判断力を持つ人物が最終判定するという選書シス

テムを、現在のＴＲＣ三田に期待することは全くできません。 

もう１点。２月の評価委員会で定期購入書籍については毎週、リクエスト書籍について

は隔週、別々に選定会議を開いているとの説明がありました。定期とリクエストを分ける

理由が何かあるでしょうか。市民のリクエストにはできるだけ早く回答しなければなりま

せん。迅速に対応できる体制に改めなくてはなりません。 

 印藤参事は５月の評価委員会で選書について次のように説明しました。 

 ＜選書のチェックは生涯学習支援課図書館担当の３人で１冊１冊目を通し付帯意見をＴ

ＲＣに示している。除籍についても職員が図書館へ出向きＴＲＣ案を１冊１冊チェックし

ている。＞ 

 ただ、選書・除籍とも何冊を「不適」としたか、あるいはそもそも「不適」があったか

なかったかなど、詳細は一切明らかにしませんでした。例え「不適」と判定して費用をＴ

ＲＣに負担させたとしても、購入済の本はどうなるのでしょう。廃棄されず蔵書として保

持されるのでしょうか。となると、不必要と判定された本が、図書館の蔵書として「あり

続ける」ことになります。この制度が本質的に持つ矛盾です。 

 このような二重手間の方式が何故必要なのでしょうか。印藤参事は評価委員会で「選書

については市が責任を負っていますが……」とわざわざ強調しました。それなら、一次選

考から最終決定まで三田市が直接行えばいいのではないでしょうか。作業量も現在とそう

変わらないでしょう。そうすれば、リクエストについても二度手間で時間を費やし徒に申

請者を待たせることもなくなります。 

 選書・除籍について、「市民の会」は一貫して次のように主張してきました。 

 ＜図書館運営の根幹であり、市が本当の意味で責任を持たなければならない。事後チェ

ックという形はどんなに綿密にやってもほとんど意味がない。「不適」とすべきものがあっ

ても、組織的関係や人間的関係に無用の配慮がはたらき、事後手続きの煩雑さもあり必ず
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抑制的になってしまう。＞ 

「選書・除籍」は指定管理移行に際し、私たちが最も懸念していたことですが、予測通

りになっています。一次選定から三田市の専門職員が主導する形に直ちに改めてください。

ＴＲＣ職員に関与させるとしても、一部補助的役割に止めるべきだと考えます。 

 

３３３３....    ２０１４年度の図書館基本データを早急に公表してください。２０１４年度の図書館基本データを早急に公表してください。２０１４年度の図書館基本データを早急に公表してください。２０１４年度の図書館基本データを早急に公表してください。    

５月の評価委員会で印藤参事は２０１４年度の実績について次のように説明しました。

①２０１４年度(平成２６年度の)の３館の延べ「来館者数」は７２万８０００人で前年度

(平成２５年度)より大幅に伸びた。②本館来館者数は最新データで２７年４月と２７年３

月を比較すると２１％の伸び。③２０１４年度の貸出冊数は１１３万冊。④資料購入額は

２０１４年度が２２９１万円、２０１３年度が２０１８万８０００円出１３.５％の伸び。 

このようにざっくりした数だけで裏付けとなる数値データの説明はなく、配布資料にも

具体的データの記載はありませんでした。特に「来館者数」は、２０１３年度年報には項

目すらありません。何故、突然この項目が比較対象になったのでしょうか。一方、前川館

長は２０１４年度の長期目標達成度について、「調査相談室、児童室とも足りなかった資料

をかなり充実することができた。ホームページの拡充はまだまだ十分でなくさらに努力す

る」などと報告。こちらも抽象的な説明だけで一覧資料の配布もありませんでした。 

開館日・時間が倍増というほどに増えたのですから、利便性が良くなり利用者が増える

のは当然です。そうでなくては意味がありません。開館時間の拡大が市民とってプラスに

なったことは評価します。 

ただ問題は具体的数値がほとんど公表されず、市民には実態の確認ができないことです。

市民の会は最近ようやく、２０１４年度図書館データの速報値を一部入手しました。しか

し、これも公表されたわけではなく内容もほとんど役に立たないものです。一方、比較の

対象になる２０１３年度のデータは、前述のように遅れに遅れて６月にやっと「平成２５

年度図書館年報」としてホームページにアップされました。「直営最後の年報」で本来なら

遅くとも昨年夏ごろには公表されていなければならなかったものです。印藤参事によると、

直営から指定管理への移行のため事務が錯綜し作業が大幅に遅れたとのことでした。デー

タのまとめが１年近くも遅れるなどという事態は前代未聞、恥ずかしいことです。移行時

の約束ではこんな事態も「あり得ないこと」だったはずです。つまりは、事後処理を担当

した生涯学習支援課図書館担当の体制が全く不十分だったということです。 

２０１３年度の詳細なデータも、市民の会が入手した２０１４年度の速報値データも、

何故か５月の評価委員会に提出されていません。示された「まとめ案」なるものは、具体

的データ無しにまとめられたわけです。比較検討すべき基本的数値が皆無のまま、果たし

て１年の評価ができるものでしょうか。 

登録者数、貸出数、利用率、電子図書館登録者数、電子図書貸出数、リクエスト数、リ

クエスト諾否数とその主な理由……等々の全数値と、前年度および過去の平均数値との比

較ができなければ総合的評価は不可能です。データの内容についても、例えば９時―２０

時の開館になったのですから、時間帯別利用者のデータが必要です。それも単に「午後６

時以降」などという大雑把な括りでは意味を持ちません。１時間ごとのデータを求めなけ
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ればなりません。それらのデータと人件費、光熱水費などとの関係を分析し、費用対効果

の評価を行うことも必要です。市民の会は２０１４年度のデータ公表を待って「意味のあ

る分析・評価」をしたいと考えています。 

ただ、現時点でのデータを基に三つだけ記しておきます。①２０１４年度の３館の延べ

来館者数は７２万８０００人と説明されましたが、２０１３年度年報には「来館者」の項

目がありません。「大幅な伸び」とはどのような数字と比較したのか分かりませんでした。

②２０１４年度の貸出点数は１１２万９９７９点で、２０１３年度の１０９万７２９４点

と比較して２．９％の伸びになっています。これは開館時間の大幅な拡大に見合う数字で

しょうか。③速報データに「登録者数」の記載がありません。基本の基のデータだと思い

ますが何故でしょう。一方で「電子図書館登録者数」はありました。 

以上を総合して、図書館の基本データは、年報として一括公表するのではなく、月次デ

ータをまとまり次第公表するシステムを作るべきだと考えます。２０１４年度の図書館基

本データを月次データで十分ですから早急に公表してください。 

 

４４４４....    ＴＲＣ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。ＴＲＣ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。ＴＲＣ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。ＴＲＣ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。    

 市民の会の聞き取りなどによる情報と３回の評価委員会を傍聴した内容を総合すると、

ＴＲＣ三田の図書館運営と責任者である館長の資質・能力に大きな疑問符を付けざるを得

ません。ＴＲＣ三田は評価委員の質問に対し、データを提示して的確に答えたことはただ

の一度もありませんでした。「手元に資料が無い」など毎回同じような弁明を繰り返し、ア

バウトで自己肯定的な説明に終始しました。また、書面・図・グラフなどペーパー資料の

請求にもまったく応えていません。組織図の提出すら未だに行われていません。評価委員

から同じ請求が何度繰り返えされたことでしょうか。意図的サボタージュかとも考えまし

た。しかし、いくらなんでもそれは許されないでしょう。となると、ＴＲＣには「資料作

成能力が元々無い」「作成を的確に指示できる幹部職員がいない」「作成能力を持つ職員が

いない」――の何れかか、それらの複合ではないかと考えざるを得ません。信じられない

ことですが、委員への資料提出が責務であるという認識すら無いように見受けられました。

一傍聴者がこのような印象を持つのですから、評価委員の皆さんは呆れ果てているのでは

ないでしょうか。 

また、ＴＲＣ三田が初年度の事業成果として掲げるのは、ほとんどが児童書または児童

読書関連および郷土史関連の催しです。他にもやるべき事業はいくらでもありますが、先

ずこうした「分野の偏り」が大きな問題です。加えて企画能力・運営能力にも疑問がある

ことが、評価委員会で、「調べる学習コンテスト」(審査決定後、優秀賞以外の入賞項目と

その該当者が変更され表彰式当日まで審査員に知らされなかった)、「ブックトーク」(司会

者が不適格者だった。市民対象の催しを職員研修に使っていた)を例に指摘されました。驚

いたのは、それを受けてＴＲＣ側から「初年度だから大目に見てほしい」という発言があ

ったことです。唖然としました。初年度だからこそ、ＴＲＣ三田は直営時より質・レベル

ともに向上したことを証明しなければならないのです。それがＴＲＣ三田の約束だったと

いう自覚を全く持っていないことが明らかになりました。 

さらに重大な事実は職員の大量の入れ替わりです。評価委員に配布された資料では「離
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職者４人」となっていたそうですが、違うデータが市議会で示されているとの指摘があり、

評価委員から「離職者の数が問題なのではなく、異動その他も含めてトータル何人が１年

間で入れ替わったかが問題なのだ」との質問が出ました。印藤参事は「発足時５９人いた

職員が現在は５２人。ＴＲＣは今年度５２人体制で行くとしている。７人減員という形だ

が年間を通じて入れ替わりがあり、その都度新たに採用してきた」と述べました。トータ

ルの数字にはまったく触れませんでした。 

一方、共産党市議団の「２・３月三田市議会定例会報告」によると、「５９名中１５名が

退職」とあります。議会質問の中で明らかになった数字で、これが実数と推測されます。

市民の会の調査でも１２人までは把握していました。この数字は驚くべきものです。１組

織で構成人員の２５％以上がわずか１年で替わってしまえば、組織の質・レベルを維持す

ることは困難になります。しかも、私たちの聞き取りなどでは、この退職者(一部異動も含

まれるようですが)の中には、発足時のチーフ、サブチーフクラスの指導的職員が多数含ま

れています。単に人が替わっただけでなく「中心的スタッフがほとんどいなくなった」の

です。三田市の指定管理者業務要求水準書には、「採用した職員の継続性に配慮すること」

との規定がありますが、全く守られない結果になりました。 

これは三田市立図書館職員として継続的に経験を積み、優れた司書に成長していくとい

う過程を頓挫させる事態です。ＴＲＣ三田による図書館運営は５９人の職員でスタートし

ましたが、ＴＲＣ本社からベテラン司書が数多く派遣されてきたわけではありません。直

営時の職員何人かがＴＲＣ三田に採用された以外は、新たに雇用された未経験の人たちで

す。その中から２５％もが次々に替われば、１年を通じて新人研修の繰り返しということ

になります。ベテラン職員がその任に当たるはずが、そうすれば自身のスキル向上に割く

時間は制約されます。勿論、日常業務もこなさなければなりません。図書館全体としての

質の向上は望むべくもなく、逆にレベルは下がっていく一方でしょう。これがこの 1 年の

三田市立図書館の姿でした。その総決算が「指導的職員の大量退職」だったのです。 

 強調しなければならないのは、本来このような事態は指定管理者制度移行に際して想定

されていなかったということです。市当局者は口をそろえて「ＴＲＣは各地の図書館での

豊かな経験・実績があり、優れた人材を多く擁している。運営のノウハウも充実している。

直営時より質が低下することは人的にも一切ない。むしろ向上する。安心してください」

と述べていました。しかし、実態は大きく違いました。 

 三田市立図書館は１９９０年３月の現図書館開設から数えても２０余年間、営々と多く

の司書を育て、公立図書館として全国でも上位を占める実績を挙げてきました。人材とノ

ウハウを核とする「図書館力」という市民の財産を全て放棄して、ＴＲＣ三田に運営を委

託したわけですが、その結果、三田図書館の内実は無残な姿になってしまった――市民の

会はそう考えます。 

何故このようなことになったのでしょうか。 

市民の会が得た情報では、目指すべき図書館のあり方について思い悩み、退職の道を選

んだ心ある人もいました。しかし、多くは待遇・仕事内容・人間関係を含めた職場環境の

劣悪さに絶望して、ということのようです。とりわけＴＲＣ三田の図書館経営・人事管理

などマネジメント全般にかかる「能力の欠如」に最大の原因がある、というのが市民の会
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の評価です。正社員は館長一人だけ、他は幹部クラスも含めて全員が１年単位の契約社員

といういびつな職員構成にも原因はあると思われます。責任の所在があいまいで、利用者

の問合せなどに適切に対応できないケースが頻発しました。 

このことに関連して、大勢の人から「図書館はなんであんなに暗い雰囲気になったの」

という話を聞きました。「カウンターに無表情で立っている職員を見ると尻込みしそうにな

る」「笑顔がほとんど見られない」「静かな環境というのとは全く違う陰気な感じがする」

などなどです。職場環境がもたらしたものなのでしょうか。 

加えて現館長のマネージャーとしての資質にも言及せざるを得ません。勿論、ＴＲＣの

社内人事に容喙することは慎まなければなりません。しかし一方で、統括者である館長の

資質・能力・実績については、厳しく評価しその適否を問わなければなりません。市民の

財産である図書館を預けているのですから当然のことです。評価委員会への資料提供がほ

とんどできなかったこと一点を取り上げても、館長の責任は大きいでしょう。図書館内部

から漏れてくる人物評価にプラス判定がほとんどなかったのは印象的でした。評価委員会

でも館長に対する評価が「ワンフレーズで具体性がない」「本人の自己評価が全くなされて

いない」との指摘がありました。 

三田市にはＴＲＣ三田および館長を的確に指導・監督する責務があります。はたしてそ

の責務を十分に果たしたでしょうか。資料提出などを的確に指示・指導したでしょうか。

事実を見ればそれらのことは全く不十分だったと言わざるを得ません。ＴＲＣ三田総体と

してのマネジメント能力の評価を具体的に行い、改善を強く申し入れてください。 

    

５５５５....    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。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。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。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。    

図書館を指導・監督する生涯学習支援課図書館担当の責任も問わなければなりません。

それは取りも直さず三田市の責任を問うことです。こちらの責任が当然、より重大です。 

評価委員会のたびに、ＴＲＣ三田に対するのと同様、事務局である生涯学習支援課に対

しても、資料の提供が「ない・遅い」との声が委員全員から出ていました。５月２７日の

評価委員会ではその語調がかなり強まった感じを受けました。印藤参事は「すべて事務局

の責任。取りまとめが間に合わなかった。申し訳ない」と釈明しました。この１年間、こ

うしたやり取りが毎回繰り返されました。様々な問題について、的確な数値データ、まと

まった文書データが提示された例は殆んどありませんでした。丸々１年間、具体的データ

無し、アバウトな口頭説明だけを基に審議が続きました。審議をお願いしている評価委員

の皆さんに対して、これほどの失礼はありません。評価委員は私たち市民の代表として「評

価の任」に当たっておられます。市の対応は市民の利益を損なう行為です。 

印藤参事の発言は、市職員として「無能だ」と告白しているに等しいことです。しかし、

それだけでしょうか。図書館担当が３人だけということ自体に問題はなかったのでしょう

か。「市が全責任を持つ選書・除籍」だけを考えても、結構な作業量になります。年報づく

り、資料作り、評価委員会事務局としての雑用、それに一番大切なＴＲＣ三田に対する指

導・監督業務などなど、図書館を正しく運営していくための仕事はいくらでもあります。

まして、その責任者が市史編纂室と掛け持ちだというのですから、体制の不備が様々な問

題の根底にあると断じざるを得ません。となると市長はじめ三田市幹部の責任が何よりも
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大きいと言わなければなりません。直営最後の「２０１３年度図書館年報」が１年遅れた

のもこう考えれば不思議なことではなかったのです。 

さらにもう１点、「意識・認識」についても指摘しなければなりません。それは「障害者

への情報提供」に関する印藤参事の発言です。後述しますが、評価委員会で電子図書館の

「音声読み上げソフト」の欠陥が取り上げられました。それに対し、印藤参事は「多少の

間違いがあっても、(視覚障害者には)沢山の情報を早く届けることが大切だ」と述べまし

た。この発言には心底驚きました。どんなに多くどんなに早く届けられても、その情報が

間違っていたら、役に立たないどころか視覚障害者の利益を損ねてしまいます。一般市民

への情報についても同じように認識しているのでしょうか。晴眼者に届けられる情報とま

ったく同じものを、「精確にかつ迅速に」届けるのが行政の責務です。それを「多少間違っ

ていても……」などと認識しているとしたら、視覚障害者に対する差別、人権侵害に等し

いと言わなければなりません。公務員として許されない姿勢です。後述するように、「多少」

どころではない「間違った情報を提供するシステム」が既に稼働しているのですが、それ

を肯定する発言が公式の場で、責任ある立場の公務員から発せられたことに衝撃を受けま

した。 

この席には本田嘉昭・まちづくり部部長、仲井浩一・同部次長、松下晋也・生涯学習支

援課長が同席していました。しかし、誰一人としてこの発言を制止したり注意したりはし

ませんでした。この場にいた三田市幹部全員が同じ認識だということになります。欠陥が

あることを認識しながら、このソフト導入を承認したのでしょうか。そうだとすれば問題

はなお深刻です。 

以上の点から、図書館を指導・監督する部署であり、評価委員会事務局でもある生涯学

習支援課図書館担当の指導力・事務能力に「不適」の評価をせざるを得ません。問われる

べきは三田市当局の図書館政策であり、少数の図書館担当者に全てを押し付けたまちづく

り部幹部ひいては市長の責任です。皆さんは「図書館問題は解決済み」と考えておられま

せんか。「部署を替わったばかりで図書館のことは分からない」と自己弁護しておられませ

んか。それでは困ります。図書館問題は永遠に続く課題です。 

図書館担当の体制を強化して指導力・事務能力・対応力の充実を図ってください。 

 

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

電子図書館は２０１４年８月からサービスを開始しました。全国の公立図書館に先駆け

て実現したというのが”売り”で、２０１４年度事業の目玉とされました。登録者が殺到

し評判は上々、と三田市は持ちあげました。確かに登録者は９か月で１２７０人に上って

います。市民の会の何人かも「実証実験」のため登録しました。しかし、実態はどうなの

でしょうか。貸出数などの利用データはまだ一切明らかにされていません。２月の評価委

員会では電子図書館を実際に試してみた複数の委員が、「読みたい本が１冊もない」と酷評

しました。「導入したこと自体に意味があるかもしれないが……」とのコメントがあったの

が印象的でした。さらに、５月の評価委では「一番に導入することに意味があるのではな

い。完全なものになってからの導入で十分だ」という意見が述べられました。 

 市民の会では折に触れて電子図書館のコンテンツをチェックしています。相変わらず「意
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欲をそそられる本」と出会えていません。５月の評価委員会で「欠陥」が指摘されたのを

受けて、「音声読み上げ機能」を試してみました。読み上げ機能対応の本は９０冊ほどあり

ました。試したのは笹沢佐保著「音なし源次捕り物帳１」（これが評価委で取り上げられた

本です）と、山岸勝栄著「言えそうで言えない英語表現」の２冊です。そして、仰天しま

した。「ササザワ サホ」は、「ササザワ サヤス」と読み上げられました。岡っ引・銀平

は「おかっイン ギンタイラまたはギンヒラ」です。「オカッピキ ギンペイ」とは絶対に

読んでくれません。英語表現の方はもっとびっくりです。ｃａｎ‘t は「キャント」のは

ずですが、「キャンテー」と読みます。こうした読み方が、これでもかこれでもかと出てき

ます。物語の筋はぐちゃぐちゃ、英語の説明は意味不明、物の役には立たないソフトであ

ることが１０分ほど聞いただけで分かりました。 

このことが評価委員会でも取り上げられ、それに対し、印藤参事が前述のように「多少

の間違いがあっても……」と擁護したのです。事実は「多少の間違い」などというレベル

ではありません。間違いのオンパレードです。どのような経緯でこのソフトが導入された

のか、市は欠陥を認識していたのかいなかったのか、どのくらい費用がかかったのか、毎

年どのくらいの維持費がかかるのか、利用者からの苦情はないのか――尋ねたいことは山

ほどあります。しかし、そんなことより「百害あって一利なし」のソフトです。音声読み

上げソフトを直ちに撤廃させてください。 

 

ごく一部ですが、次ページ以下に誤読例を添付します。誤読だけでなく、アクセント、 

イントネーション、間、切り繋ぎもでたらめで、聞いていてイライラするばかりの代物でした。 

 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ....    以下の質問に回答をお願いします。以下の質問に回答をお願いします。以下の質問に回答をお願いします。以下の質問に回答をお願いします。    

１．選書および除籍で三田市が「不適」と認定した冊数と書名お知らせください。 

２．「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 

３．２０１４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。 

４．２０１５年度は５２人体制とのことですが前年度との異同を説明してください。 

５．２０１５年度の職員数７名減によって指定管理料の減額は行われますか。 

６．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。 

 

 
＜文書等の送付先＞ 

                    〒669-●●●● 三田市●●●●●●●●●  
                                小林 純生宛 
                             (電話●●●●●●●●)  
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◆音声読み上げソフトの誤読一覧表◆◆音声読み上げソフトの誤読一覧表◆◆音声読み上げソフトの誤読一覧表◆◆音声読み上げソフトの誤読一覧表◆ 

 

用  語 こう読み上げます 正しい読み方・備考 

笹沢佐保著「音なし源次捕り物帳 1」 

岡っ引 おかっイン おかっピキ 

下っ引 したっイン したっピキ 

銀平(人名) ぎんタイラ ぎんヒラ ぎんペイ 

上州(上野国) ウエしゅう ジョウしゅう 

両国 リョウコク りょうごく 

両国広小路 リョウコクひろこうじ リョウゴクひろこうじ 

両国橋 ＊＊＊＊リョウゴクバシ これだけは正しく読む 

良い店がある よいテンがある よいミセがある 

そうした類の そうしたルイイの そうしたタグイの 

大年増 ダイトシマ オオドシマ 

江戸広しと言えど コウトひろしといえど エドひろしといえど 

金もあるし キンもあるし カネもあるし 

お床入り おユカいり おトコいり 

片腕の源さん かたうでのミナモトさん かたうでのゲンさん・小説の主人公 

心張棒 ココロチョウボウ シンバリボウ 

一日仕事 ツイタチしごと イチニチしごと 

是が非でも コレがひでも ぜがひでも 

行燈 ギョウチン アンドン 

燈心 チンシン とうしん 

提灯 ツツミチン チョウチン 

手籠めにする テカゴメにする テゴメにする 

心の臓を一突き ココロのぞうをひとつき シンのぞうをひとつき 

匕首 ヒシュ アイクチ 

行ってくるぜ オコナッテくるぜ イッテくるぜ 

間抜け面 まぬけメン まぬけヅラ 

和泉守 いずみマモリ いずみノカミ 

命輪寺 イノチワデラ メイリンジ 

村に入って むらにワイッテ むらにハイッテ 

白木綿の肌着 シラユウのはだぎ シロモメンのはだぎ 

魚辰 サカナたつ ウオたつ・魚屋の屋号(固有名詞) 

三郎太 さぶろうタイ さぶろうタ 

三郎太 さぶろうフトシ さぶろうタ 

三郎太 さぶろうフト さぶろうタ 

遠州(遠江国) トオしゅう エンしゅう 

妻次郎 ツマじろう サイじろう・固有名詞(「さ」の字) 

湯治場 とうじジョウ とうじバ 
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流泉の滝 りゅうイズミのたき りゅうセンのたき 

打たれに行く ダたれにいく ウたれにいく 

家の中に いえのチュウに いえのナカに 

百姓家 ひゃくしょうカ ひゃくしょうヤ 

放っておけない ハナっておけない ホウっておけない 

杉木立 すぎキたち すぎコダち 

山岸勝栄著「言えそうで言えない英語表現」 

Can’t キャンテー キャント 

that’s ザットエス ザッツ 

what’s ホワットエス ホワッツ 

doesn’t ドエスンティー ダズント 

don’t  ディオエヌティ ドント 

you’ll find ユーエルエルファインド ユールファィンド 

everything’s エブリスィングエス エブリスィングズ 

officially オーヒシアリー オフィシャル 

in a meeting インエイミーティング インナミィーティング 

「’’’’」が付くと全くお手上げ、複数形もダメ 

山上垂訓 さんじょうすいレくん さんじょう（の）すいくん 

一肌脱ぐ イチハダダッグ ヒトはだヌグ 

英語文化通 えいごぶんかドオリ えいごぶんかツウ 

人見知り ひとミトモリ ひとミシり 

人を小馬鹿にする ひとをショウばかにする ひとをコばかにする 

一途に イットに イチズに 

道が開ける みちがアケる みちがヒラケる 

思う壺 おもエうつぼ おもウつぼ 

中には思惑買いの チュウにはおもわくがいの ナカにはおもわくがいの 

思惑通りに シワクどおりに オモワクどおりに 

この訳には このワケには このヤクには 

あの方にお世話に あのホウにおせわに あのカタにおせわに 

助詞の「は」 殆んど「ha」と読む 「wa」が正しい 

(２冊の本のごく一部を聞いただけの資料です。全体ならどのくらいになるでしょうか。) 

 


