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2021.7.6 日本図書館協会

2021年度JLA中堅職員ステップアップ研修（２）

領域１︓図書館を運営する

県⽴図書館と県域サービス

國 松 完 二（京都橘大学ほか）

１自己紹介と本科目のねらい

図書館法（’50）施⾏後の都道府県⽴図書館（以下「県⽴図書館」とい
う。）の状況を振り返ると、この70年間、年代により県⽴図書館のあり
方が大きく変化していったのではないかと概観できる。

50年〜70年前半まで、まだまだ市町村⽴図書館が整備されない時代、
『市⺠の図書館』日本図書館協会 1970 が発表されて以降、市町村⽴
図書館設置がすすんだ時代、2000年以降、全国のほとんどの市町村に図
書館が整備された時代、それぞれの時代で県⽴図書館のあり方がその都
度問われていたのではないか。

県⽴図書館自⾝、’80年代から’90年代にかけて、最初の新館建設ラッ
シュの時期があった。’80年から’99年の20年間に全国の20府県で新館建
替えがあり、多くの図書館が収容能⼒100万冊を超える大型施設が整備さ
れている。

この時期の特徴として、協⼒貸出を中⼼とした市町村⽴図書館への資
料提供サービスの重視、もうひとつは、「県⽴図書館も図書館であ
る。」として、’80年代までの「第二線図書館」的な考え方から、県⺠へ
の直接サービスに⼒を⼊れる県⽴図書館が増加したことである。

市町村⽴の「貸出し」を支えるためには、「図書資料の網羅的収 集」
が県⽴共通の命題として重視され、その資料を保存するためには、最低
100万冊の収容能⼒が必要との考え方を基調として大型館の建設ラッシュ
となった時代である。

また、施設の大型化にともない、いわゆる県域の「資料保存センター」
機能の強化が、市町村⽴図書館の期待もあり、県⽴図書館が実施する事業
に据える県⽴図書館が現れ始めた時代でもある。

2000年以降は、施設整備面では、概ね’80年代から'90年代の県⽴図書
館の考え方が踏襲され、さらに10県以上の県で100万冊超、県によっては
200万冊を超える新館が開館し、さらにいくつかの県で計画が進⾏中であ
る。

しかしながら、施設整備とは裏腹に、県⽴図書館のサービスのあり方に
は、大きな変化が出始めているのではないだろうか。

建前としては、市町村⽴図書館に対する協⼒、支援を最も重要なサービ
スと位置付けている県⽴は多いが、現実の各県⽴図書館の具体的なサービ
ス展開では、各県により大きな差があり、「いつまで市町村支援が必要
か」という議論もでてきている。

本日のテーマである「県域サービス」は「市町村⽴図書館」を対象とし
たサービスか、「県⺠」を対象としたサービスか、方向性が示されている
わけではない。

はっきりとした「県⽴図書館のサービス指針」がない現状で、しかも、
限られた予算、マンパワーのなか、多くの県⽴図書館が他県の動向を横目
に、自分の県⽴はどのような事業展開をすべきか、自問自答、模索しなが
ら運営しているのが現実ではないだろうか。

このような現状を踏まえ、市町村⽴図書館はどのようなサービスを期待
するのか、県⽴は何をすれば、市町村⽴図書館の期待に応えられるのか、
みなさんと考えたい。

２ 図書館法施⾏後の県⽴図書館

①図書館法（1950.4.30）の施⾏

県⽴が県下の図書館を指導・統括する
中央図書館制度がなくなる

市町村図書館整備が不⼗分な状態

⇒ 中央図書館制度復活の期待

※70年代までの県⽴の考え方

②『中小レポート』『市⺠の図書館』発刊以降

大図書館は市町村のバックアップという考え方

図書館界「JLA公共部会」の活動に注視

それでも県⽴は
⇒ 公⽴図書館で主導的な⽴場を堅持したい

（願望・期待）

当時の都道府県の中⼼的な役割
全国都道府県⽴図書館⻑会（のちの全公図）

たびたび「中央図書館制度」復活を提起
「第二線図書館論」という考え方



2

③県レベルの新たな動き（’70年代〜’80年代）

『図書館政策の課題と対策』 ‘70.4 東京都

『滋賀県の図書館振興に関する提言』’80.3
滋賀県教育委員会

市町村図書館整備を中⼼とした「図書館振興
施策」の策定

しかしこのような施策

⇒ 全国には広がらなかった

水口町立図書館（明治４２年）
彦根市立図書館（大正５年）
滋賀県立図書館（昭和１８年）
守山市立図書館（昭和５３年）

１９７８年

滋賀県内の公共図書館設置状況

④県⽴図書館の新館建設ﾗｯｼｭ（’80年代〜’90年代）

収蔵能⼒100万冊以上 施設の大型化

大型施設を前提にした

県域レベルの資料保存センター機能の強化

サービス面では

県域の市町村⽴図書館支援を重視した事業

県⽴の役割（最初の変化）

〇資料提供を軸とした制度・仕組みの構築

協⼒貸出、協⼒レファレンス

横断検索システムの構築

市町村⽴図書館に対する協⼒、支援

最も重要なサービスと位置付ける館が増

具体的なサービスの展開（中⾝）

⇒ 都道府県により大きな差

〇県⽴図書館も図書館である

「第二線図書館論」 からの脱却

⇒「直接貸出し」も重視（新館建設を契機）

⇒ 直接利⽤拡大に向けた様々な事業の実施

※地元の市⽴図書館と「貸出競争」する県⽴も

３「望ましい基準」における県⽴図書館の役割
・公⽴図書館設置および運営の基準案 1967
・公⽴図書館の望ましい基準案 1972－1973
・公⽴図書館の設置及び運営に関する基準について（報告）1992

（⽣涯学習局⻑通知）

『公⽴図書館の設置及び運営上の望ましい基準』2001.7

『図書館の設置及び運営上の望ましい基準』2012.12

県⽴に特有の役割（市町村⽴図書館＋α）

市町村⽴図書館への援助
市町村⽴図書館とのﾈｯﾄﾜｰｸ（情報、物流）
図書館間の連絡調整
調査・研究
市町村図書館職員の専門的研修の実施
資料の収集、提供
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４ 2000年以降の政策提言の変化
【県レベル】

〇地方分権推進一括法(2000年4⽉施⾏)以降
規制緩和の波

〇地域の自主性の尊重と県の市町に対する指
導、助言の変化

〇県⽴図書館の市町村に対する態度の変化

〇「望ましい基準」が示す県⽴図書館の役割

〇市町村「指定管理者制度導⼊」の動き
⇒ 県と市の⽴場の変化に対応して

積極的な対応できているか

【市町村レベル】
〇平成の大合併

・未設置自治体減 複数館の自治体が増加
・サービス区域の広域化にともない、新たな

視点にもとづく「全域サービス」のあり方
を再検討の必要性

〇『基本計画』等、サービス計画を策定する
市町村図書館が増加

〇『望ましい基準』で求められた「図書館評
価制度」に取り組む図書館が増加

※基本計画」策定には、県（県⽴図書館）の
指針・方向性との整合性が必要

５ 新たな県⽴新館建設の動き（2000年以降）

岡⼭県⽴ 18,193㎡ 2004.3
※指定管理（施設管理）

奈良県⽴図書情報館 11,821㎡ 2005.3
岩⼿県⽴ 10,590㎡ 2005.9

※指定管理（管理・運営）
⼭梨県⽴ 10,555㎡ 2012.3
高知県（オーテピア高知）17,780㎡ 2018.7

※県⽴と高知市⽴の合築
⻑崎県（ミライon図書館）13,326㎡ 2019.10

※県⽴と大村市⽴の合築

千葉県 約17,000㎡ （計画中）
石川県 約19,000㎡ （計画中）

６ 県⽴図書館を取り巻く状況の変化

〇人口ベースで全国の９８％の住⺠が図書館サー
ビスが受けられる状況にある

・市町村への資料提供サービス（協⼒貸出）
支援がいつまで必要か︖

という声が 館界、財政当局から

市区⽴ 807／815（99％）
町村⽴ 534／926（58％）
人口ベース

124,481千人／127,444千人（98％）

（『日本の図書館2020』）

〇自治体財政の悪化 ⇒ 資料費の大幅な減少傾向

かつての「網羅的収集」は夢物語︖

2000年度 381,522万円（8,117万円／１県平均）

〇１億円を超える資料購⼊費
宮城県 埼玉県 千葉県 東京都 福井県 岐阜県
滋賀県 京都府 大阪府 徳島県 鳥取県 大分県

⇓ 32％減少
2020年度 262,220万円（5,579万円／１県平均）

〇１億円を超える資料購⼊費
東京都 大阪府 鳥取県 岡⼭県 高知県

『日本の図書館 2000、2020』による

〇図書館評価制度導⼊の影響は

・これまでの市町村図書館支援重視
⇒ 外部評価が得にくい

・直接サービスの各種指標
⇒ 評価が得やすい

⇓

課題解決型サービスの重視

かつての「二線図書館論」的なサービスの重視
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７ これから県⽴図書館はどこに向かうのか

①図書館界全体で考えるべきこと

「県⽴図書館の仕事はこうだ︕」

という具体的な考え方、方向性や指標が示され
たもの（例えば『市⺠の図書館』のような）が
必要

※現在は、先⾏する県⽴の実施している取組み等
を横目に⾒ながら、自館の運営について模索し
ているのが現実

②図書館づくりへの支援の在り方

設置率が100％近くなった今も図書館を設置しな
い自治体へ設置を促すアプローチができているか

③市町村⽴図書館支援はほんとうにできているか

何を求められているか

⇒ 市町村図書館の声を汲み上げる仕組み

日常の支援業務の中に取り⼊れる

④資料面での支援・援助は︖

・制度自体はいつの間にか県⽴の仕事として定着

では、資料提供の中⾝は

市町村図書館の声を反映できているか

物流の課題はないか

（協⼒⾞、郵送・宅配、方法の多様化）

⇓
仕組みの⾒直し、再検討

⑤図書館職員（司書）の研修で求められるものは

専門的なスキルアップを目的とした実務的な研修
だけでなく

⇒ 市町村⽴の将来を担う司書を育てる⼯夫

例えば「館⻑候補育成１０年計画」の策定など

⑥県⽴図書館の資料整備の在り方をもう一度⾒直す

県⽴は資料の網羅的収集をあきらめない
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滋賀県立図書館・資料費と貸出数推移

資料費… 貸出数…

予算額ピーク（H9)：164,097千円

最新予算額（H29)：57,049千円

貸出冊数ピーク（H19)：1,035千点

最新貸出冊数（H28)：770千冊

第１次
5か年計画

第２次
5か年計画 財政構造改革

プログラム

新たな財政
構造改革
プログラム

⑦県域での資料保存の在り方の仕組みづくり

いくつかの県で実施しているが全国に波及しない

図書 ⇒ 分担保存方式（埼玉県、愛知県等）

センター集中保存方式（滋賀県）

雑誌 ⇒ 都⽴多摩図書館（マガジンバンク）
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⑧電子メディアの収集、利⽤の仕組みづくり
市町村は予算面、利⽤面で整備が進まない現状

県⽴ができることはないか

⇒ 契約データベースを市町村と共同使⽤
できる仕組みの構築

※滋賀では毎年度、県に対する要望している

⑨ 県⽴職員（司書）、市町村職員（司書）の交流
できる仕組みづくり


