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12「図書館の自由」
領域１区分C

2021年12月7日(火) 14:00〜16:30
2021年度JLA中堅職員ステップアップ研修(1) 第12回

担当：津田さほ

自己紹介

津田さほ（つださほ）

鎌倉市教育委員会 技術職員司書
現職：鎌倉市中央図書館
2017年より

JLA図書館の自由委員会東地区委員

きょうの講義のねらい

「自由宣言」の背景を理解する

「自由宣言」の中身を理解する

「自由宣言」を日常業務に活かす

講義の流れ
14:00〜 ＜メインルーム＞講義（途中、10分休憩）
15:15〜 15分休憩
15:30〜 グループワークの説明
15:35〜 ＜ブレイクアウトセッション＞

グループ内討議 、発表準備
15:55〜  ＜メインルーム＞発表(3分)とコメント
16:25〜 まとめ
16:30 終了

「図書館の自由」って？

「図書館の自由に関する宣言」
（以下、「自由宣言」）に
⽰された理念のこと

「主文」と「副文」
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国⺠に、資料

と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
１ 日本国憲法は主権が国⺠に存するとの原理にもとづいており、こ
の国⺠主権の原理を維持し発展させるためには、国⺠ひとりひとりが
思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障
が不可欠である

知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体
をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立す
る。

知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの
基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的
な要件である。それは、憲法が⽰すように、国⺠の不断の努力によっ
て保持されなければならない。

副文

主文
1950 図書館法公布
1954 全国図書館大会で自由宣言主文採択
1967 練馬テレビ事件（『33選』p140）

1973
山口県立図書館図書抜き取り放置事件（『33選』p52）
10月 全国図書館大会（高知）で宣言を確認
目⿊区史回収（『33選』p135）

1974 自由委員会設置の検討委員会発足、委員会設置、委員会規定承認
1975 3月 自由委員会活動開始
1976 ピノキオ問題（『33選』p104）

1979
5月 日本図書館協会総会で自由宣言改訂を決議、声明を公表
10月『図書館の自由に関する宣言1979年改訂』解説冊子を発行
10月 全国図書館大会で改訂宣言支持を決議

「自由宣言」の成立まで

『33選』→『図書館の自由に関する事例 33 選』日本図書館協会1997.6
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1979年改訂のポイント
1 宣言の基礎を、日本国憲法が保障する表現の自由に

置いたこと。
2 利用者のプライバシーの保護を、主文のひとつとして

重要な柱に位置づけたこと。
3 主文のみでなく、宣言を実践していく具体的指針として

の副文をも一体のものとして採択したこと。
4 全国図書館人の組織体である日本図書館協会によって

採択され、今後の維持に安定した基礎を確保したこと。 

「自由宣言」新旧対照表
1954年宣言 1979年改訂

基本的人権の一つとして、「知る自由」 をもつ
⺠衆に、資料と施設を提供することは、図書館
のもっとも重要な任務である。 図書館のこのよ
うな任務を果すため、我々図書館人は次のこと
を確認し実践する。 

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由
をもつ国⺠に、資料と施設を提供することを、
もっとも重要な任務とする。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確
認し実践する。

1. 図書館は資料収集の自由を有する 第1 図書館は資料収集の自由を有する。
2. 図書館は資料提供の自由を有する 第2 図書館は資料提供の自由を有する。

第3 図書館は利用者の秘密を守る。 
3. 図書館はすべての不当な検閲に反対する 第4 図書館はすべての検閲に反対する。 

図書館の自由が侵される時、我々は団結してあ
くまで自由を守る 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結
して、あくまで自由を守る。 

「倫理綱領」との関係
「図書館員の倫理綱領」 (以下、「倫理綱領」)とは

1966 1月 全国図書館大会で初めて「図書館員の問題」部会が設けられる

1970 1月 「図書館員の問題調査研究委員会」を設置

1974 11月 全国図書館大会で「倫理綱領」制定を日図協に申し入れる決議

1979 10月 全国図書館大会で「自由宣言改訂」採択

1980 6月 日図協総会で「倫理綱領」の制定を採択

『「図書館員の倫理綱領」解説』増補版 日本図書館協会図書館員の問題調査研究委員会／編 日本図書館協会2002/4

「倫理綱領」
この倫理綱領は、「図書館の自由に関する宣言」によって⽰された図書館の社会的責任を自
覚し、自らの職責を遂行していくための図書館員としての自律的規範である。
(図書館員の基本的態度)
第1 図書館員は、社会の期待と利用者の要求を基本的なよりどころとして職務を遂行する。

(利用者に対する責任)
第2 図書館員は利用者を差別しない。
第3 図書館員は利用者の秘密を漏らさない。

(資料に対する責任)
第4 図書館員は図書館の自由を守り、資料の収集、保存および提供につとめる。
第5 図書館員は常に資料を知ることにつとめる。

(研修につとめる責任)
第6 図書館員は個人的、集団的に、不断の研修につとめる。

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国⺠に、
資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。

1 表現の自由と知る自由を憲法からとく
2 すべての国⺠に資料を入手し利用する権利がある 図書館は
このことに責任を負う機関である
3 自らの責任にもとづき資料と施設を提供する
4 歴史的事実の反省の上に国⺠の自由を守る
5 公平な権利 いかなる差別もあってはならない
6 すべての図書館に妥当

・図書館が国⺠に対してする約束 
・「倫理綱領」と車の両輪の関係
・知る自由と図書館の自由 日本国憲法第 13 条(個人の尊重)

第 19 条(思想及び良心の自由) 第 20 条(信教の自由) 第 21 条(表現の自由)
第 23 条(学問の自由)

・知る自由と情報公開  図書館が情報公開の担い手に
・自らの責任にもとづき資料収集・提供につとめる
・公平な権利 日本国憲法(+内国⺠待遇 外国人にも保障）
・図書館の整備と充実 
・すべての図書館 すべての館種 すべてのサービスで 
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「自由宣言」の周知

44.70%

65.00%

51.00%

30.00%

4.30%

0%

2011調査

今回

周知している 周知していない その他

日図協ポスター 9
独自パネル等 5
ホームページ掲載 5
利用案内等に掲載 3
周知していない 6（事務室内のみを含む）

＊今回：2021JLAステップアップ研修1参加者の勤務館19館が⺟数
＊2011年調査：『図書館の自由に関する全国公立図書館調査2011年』日本図書館協会 2013.6 ⺟数945

研修の実施

16.70%

55.00%

82.80%

45.00%

0.50%

0%

2011年調査

今回

行っている 行っていない 無回答

図書館として開催 6（随時開催は2館のみ）
外部研修に業務参加 6
会社で開催 2
実施していない 9
（受講したことがない）

第１ 図書館は資料収集の自由を有する。 
・あらゆる資料要求にこたえる ≠すべて買う
・資料費の確保と相互協力 図書館の総力を上げて

要求にこたえる
＊『絶歌』2015 所蔵 8.5％ 427館

（「図書館の資料選択の論理・『絶歌』の所蔵状況を通じて」
 大谷康晴ほか 2015.12.5 関⻄図書館研究会発表）
2020.2.26確認 都内 所蔵なし 都立ほか12区市町

＊『雑司ケ谷R.l.P.』2011 奥付に著者から半年間の貸出猶予のお願い
所蔵18.1％（『 2011調査』）

・資料管理方針の策定と公開
図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていよう

とも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するも
のではない。

＊藤沢市総合市⺠図書館における収集方針の公開（『33選』-7 p.47-）
＊船橋市⻄図書館蔵書廃棄事件 2001（『事例集』-4 p.32-）

・学校図書館、大学図書館における収集の自由 
「教育的配慮」に基づいて規制されることのないように

＊愛知県立高校図書館で管理職の選書への一方的介入 1981（ 『33選』-5 p.34-）
＊大阪門真市立中学校図書館のライトノベルを市議会でわいせつと批判 2017.6
＊『はだしのゲン』の利用制限 2013.8 松江市教育委員会→後に制限は解除

資料管理についての方針の策定と公開

78.40%

100%

21.20%

0%

0.40%

0%

2011年調査

今回

成文化している 成文化していない 無回答

今回、100%成文化 非公開は3館のみ
公開館は1館を除いてHPに掲載有（除籍は一部非公開も）

＊2011年調査では、収集・保存の方針について非公開が19％。
WEB公開は13.8％、求めに応じて公開が34.1%

第２ 図書館は資料提供の自由を有する。

提供の自由とその制限
すべての図書館資料を国⺠の自由な利用に供する
正当な理由がないかぎり提供することが原則

<制限する場合でも>
極力限定して適用 
より制限的でない手段 
時期を経て再検討 
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人権またはプライバシーの侵害
侵害するものと判断する基準

・明白で、現在の危険がある、特定個人に関する情報かどうか
・「加害少年推知記事の扱い（提供）について」 (自由委員会2006.10.27）

図書館は一般に資料・情報を提供することで図書館が処罰されたり損害賠償を
命じられる場合以外は提供する。加害少年の推知報道については提供することを
原則とする。「原則」という理由は、各図書館の自主的判断を尊重するからである。

＊『週刊新潮』2004.10.27号 少年犯罪３人の実名と顔写真掲載
＊『僕はパパを殺すことに決めた』2008.9 供述調書を引用した図書、一部で制限や除籍

自由委は提供制限する理由は見当たらないとした（JLAメールマガジン371）
＊『週刊朝日』2012.10.26号 橋下徹大阪市⻑の出自についての記事

大阪府八尾市図書館で閲覧制限、その他府下では隠す、謝罪文を貼付して提供など
＊『週刊新潮』 2015.2.12号 殺人容疑で逮捕された19歳大学生

同2015.3.12号 同、18歳少年の実名と顔写真掲載
＊『週刊新潮』 2013.3.14号 吉祥寺市女性殺害容疑者少年２人の実名と写真を掲載

地元図書館で一時当該号の貸出やコピーの制限

人権またはプライバシーの侵害
・「差別的表現」は特定個人に直結するものを除き制限の対象外

言葉狩りにならないように

＊2000.11.16「差別的表現と批判された蔵書の提供について（コメント）」自由委
＊2010.1『老いの超え方』吉本隆明 「特殊部落」など差別的表現がある旨告知文の

貼付を全国の図書館に求め横浜市は複本を廃棄、一冊のみ図書館立ち合いで閲覧に
＊2015.5 『マンガ嫌韓流』閉架願い

2015.6「差別扇動本とされる蔵書の提供について」自由委
2015.6.29「図書館資料の収集・提供の原則について（確認）」自由委

・司法による人権侵害認定とは別に、図書館が独自に判断する
公平に かつ 主体的に決める

＊2009.10『福田君を殺して何になる』光市⺟子殺人事件で死刑が確定した元少年の
実名を掲載し、出版・販売の差し留め請求。廃棄した図書館が34館あった。

提供制限判断の主体と手続き
・利用制限をするかどうか、その方法を検討する委員会を設置する

→すべての職員の意見が反映されるべき
・制限措置の理由を明らかにし、公表する
・時期を経て制限内容を再検討する

例：名古屋市の自由委員会

検討の三原則
(名古屋市)

1979年

1 問題が発生した場合には、職制判断に
よって処理することなく、全職員によっ
て検討する。

2 図書館員が、制約された状況の中で判
断するのではなく、市⺠の広範な意見を
聞く。

3 とりわけ人権侵害にかかわる問題につ
いては、偏見と予断にとらわれないよ
う、問題の当事者の意見を聞く。 

わいせつ出版物の取り扱い
判決が確定→提供制限はやむをえない

わいせつの概念は時代により変化する 
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童
の保護等に関する法律」 (児童ポルノ法)

 1999 年制定、2004 年、2014 年改正 

＊『チャタレイ夫人の恋人』（伊藤整/訳）1957、『悪徳の栄え』1969、
『四畳半襖の下張り』1980 いずれも最高裁でわいせつ文書判決後、無削除で公刊

寄贈または寄託資料と行政文書
非公刊資料（個人の日記、書簡等）

寄贈・寄託者の要求に沿って公開が制限されることはやむをえない
図書館資料として受け入れる限り、公開時期や条件について協議し

ておき、制限を必要最低限とする努力をする

行政文書
情報公開制度に基づき、公開していくよう努める
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子どもへの資料提供 
「子どもの権利条約」1994年に批准

子どもの読む自由を保障することは重大な責務

すぐれた資料と出会える環境をつくる
情報・資料を選択する力を高められるよう、図書館が支援する

*『完全自殺マニュアル』1993.7 太田出版の利用制限と⻘少年保護育成条例（『事例集』-8 p.67-)

資料の保存
・国⺠のあらゆる要求にこたえる
・いつでも利用に供することができるように保存する責任

提供が制限される資料であっても、将来の利用を保障するため、ただちに廃棄して
はならない。

・除籍基準の公開
基準に見合わない図書館員の個人的な考えによる廃棄がなされないよう２重チェック

＊船橋市⻄図書館における蔵書廃棄事件（『事例集』-4 p.32-）
＊京都市立図書館 2017.4 京都大学名誉教授桑原武夫氏からの寄贈１万冊余りを2015年に

誤廃棄。図書館⻑を懲戒処分に。
＊2017.5 各地の図書館で学校史・記念誌への切り取り被害相次ぐ。

27都道府県65図書館で同様の報告が上がる（このときの被害とは限らない）。
日図協は2017.5.19に調査結果を公開し「地域資料等の破損被害について」声明を発表

施設の提供
・公平な提供→地方自治法第244条第3項にも規定されている
・例外は、「営利を目的とする場合」
・特定の政党、宗派の活動であっても資料の利用を伴うなら制限

は適切ではない。ただし、偏らないように。

＊諌早市立図書館における絵本作家座談会の中止問題 1997（『事例集』-28 p.196）
＊日比谷図書館での『選挙』上映の中止と自主上映 2013.6 
＊沖縄県立博物館 「政治色が強すぎる」等の理由で講演会講堂使用許可せず。2017.2
＊北海道・登別市立図書館 憲法講演会のチラシを職員が無断で処分  2017.3

資料提供の自由と著作権
・図書館で扱う資料の多くは著作権法により保護されている

→図書館での資料提供は法令に定められた公正な利用の範囲で
行うべき 

【著作権法】
図書館等における複製等(第31条)，学校その他の教育機関におけ
る複製等(第35条)，視覚障害者等のための複製等(第37 条)，聴
覚障害者等のための複製等(第37条の2)，営利を目的としない上
演等(第38 条) 

・障害者サービスにおける著作権法の改正、視覚障害者等の読書
環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)の施行

資料提供の自由と著作権 
・出版不況による著作者、出版者等からの図書館への批判

解決方法として求められた一定期間の貸出猶予、複本の制限、
公貸権の導入検討

＊2011.2『雑司ヶ谷R.I.P』著者樋口毅宏氏が半年間の貸出猶予を要望
＊2017.10 文藝春秋社⻑が全国図書館大会に向け、文庫の貸出中止要請を公表

・著作権侵害が裁判で確定した図書館資料の取扱い 
司法による著作権侵害認定とは別に、図書館が独自に判断すべき

＊小説『三島由紀夫-剣と寒紅』出版禁止（『事例集』-12 p.105-)
＊柳美里著『石に泳ぐ魚』出版禁止（『事例集』-13 p.109-

提供制限の判断課程
ア 委員会等で協議し館⻑判断 11

(職員全員の意見の聴取 有) 8
イ 幹部等一部職員で協議し館⻑判断 4
ウ 上層部の判断を待つ 3
エ 日本図書館協会に相談 2
オ 都道府県立図書館にならう 2
カ その他 3

その他の回答 （５人中お二人の回答は内容からアにまとめました）
中央館判断に従う
窓口委託のため判断過程が不明
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提供制限に至ったとき
ア 利用者に理由を明らかにしている 13
イ 制限内容を再検討している 9
ウ 事例がない、知らない 5

コロナ禍の図書館で資料提供の自由は守られたか？
休館状況の変化

（saveMLAK「covid-19survey」より作成 https://savemlak.jp/wiki/covid-19-survey）

緊急事態宣言
 ①2020/4/7 7都道府県→2020/4/16 全国へ→2020/5/25解除
 ②2021/1/8 1都3県→地域拡大→2021/3/21解除
 ③2021/4/25  4都府県→区域と期間の変更→ 2021/6/20沖縄以外解除 まん延防止等重点措置への移行も
 ④2021/7/12  沖縄に東京追加→区域と期間の変更→ 2021/9/30解除

調査日 休館数/調査数 休館率 入館記録
第１波 2020/5/5〜6 1,508/1,692 92% ー
第２波 2020/8/27〜29 43/1,732 4.3% 395
第３波 2021/1/9〜11 56/1,723 4.6% 338
第４波 2021/5/7〜9 150/1,728 8.91% 285
第５波 2021/9/17〜21 350/1,737 20.38% 276

システム更新休館 2020/2/24-3/3
（9日間）

全館休館でHPも停止、
休館中に臨時休館が
決まる

臨時休館
（臨時窓⼝対応）

2020/3/4〜4/8
（36日間）

図書等の返却・予約
貸出のみ。4/7に緊
急事態宣言発出

完全休館 2020/4/9〜5/14
（36日間）

返却・貸出、予約受
付停止。HPの予約ボ
タン非表示に。

臨時窓⼝（第１段階）
（要来館予約）

2020/5/15〜5/27
（12日間）

感染症対策をとって
臨時窓⼝対応、貸出
点数無制限４週間に

臨時窓⼝
（来館予約不要）

2020/5/27〜6/8
（13日間）

第２段階
短時間利⽤で開館

2020/6/9〜6/30
（22日間）

30分以内で館内利⽤
を再開、座席は使⽤
不可

第３段階
滞在型利⽤の再開

2020/7/1〜現在 席を間引いて滞在再
開

「感染症対策状況下における図書館活動の維
持についての要望書」
1 いかなる状況の下でもすべての人たちに資料と情報を提供する「図書館の自由」
の理念に基づいて、図書館サービスを実施してください。
2 移動図書館や配送サービス、インターネットの活用などにより、地域全域の人が
図書館サービスを受けられるようにしてください。
3 このたびは、図書館サービスが縮小されるなかで、利用者にその根拠や今後の計
画が適切に説明されていないことが見受けられました。いかなる場合においても、
利用者への説明責任を果たしてください。
4 今後も感染症対策に限らず災害などいろいろな場面で図書館を休館したり図書館
サービスを縮小することがあり得ると思いますが、あらかじめ図書館サービス継
続計画や災害からの復旧計画を作成して、図書館サービスを持続してください。
5 日本図書館協会は、全国の図書館活動の支えとなってください。

(図書館友の会全国連絡会 2020/8/20  https://totomoren.net/blog/?p=972)

休館？開館？そのとき図書館は
• 図書館は「不要不急」の施設なの？
• 開閉館の判断は誰がいつどのように？
• 過度な出勤抑制は資料収集の危機にもつながる
• 無料の原則に基づく、公平な資料提供が行えない実態

→郵送貸出の是非
• 非来館サービスの広がり（電子書籍、WEB配信）

→居場所としての図書館の存在意義は？
• スタッフ、利用者の安全をどう守るか
• 業務継続計画（BCP）

第３図書館は利用者の秘密を守る。
1954年宣言では副文案の「検閲反対」の項目のなかに
含まれていた。

主文のひとつとなったのは、1970年代以降、警察など
の捜査活動が図書館利用者のプライバシーを侵害する
おそれのある事例が各地に生じてきたため。
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「貸出業務へのコンピュータ導入に伴う
個人情報の保護に関する基準」 1984年

１ 資料を管理するもので利用者を管理するものではない
２ データの処理は図書館内部で行う
３ 貸出記録と登録者の連結は資料管理上必要な場合のみとする
４ 貸出記録は返却されたらすみやかに消去しなければならない
５ 登録者の番号は図書館で独自に与えるべき
６ 登録者に関するデータは必要最小限にし、

利用範囲を利用者に十分周知し、
求めがあれば当人に記録を開⽰しなければならない

（社団法人日本図書館協会1984/5/25総会採択『「図書館の自由に関する宣言1979年改定」解説』第2版p.48-49）

コンピュータでの管理
日本図書館協会「デジタルネットワーク環境における図書館利用
のプライバシー保護ガイドライン（2019.5.24） 
http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/762/Default.aspx 

• 利用者への事前の同意（履歴活用はオプトイン）、自己情報への
アクセス、コントロール権を保障する

• 収集する情報は、必要最小限、必要最短期間
• 原則に基づいた収集方法、管理方法や削除時期などについて定

め、公開する
★チェック表としても使えることを目指して策定

「保護ガイドライン」の内容

１ はじめに
２ プライバシー保護の重要性
３ どんな場面で「個人情報」「利用情報」が収集されるか
４ 収集した情報の管理

必要最小限の情報を必要最短期間保持することを原則
５ 利用者による自己情報へのアクセスとコントロール
６ 外部とのネットワーク
７ 図書館員のプライバシー意識と図書館の体制

図書館の自由委員会は、2021年図書館
総合展のポスターセッションに参加し、
「ガイドライン」を動画でご紹介しま
した！委員会サイトからもリンクして
います。ぜひご覧ください。
https://www.libraryfair.jp/poster/2021/34

図書館が扱う個人情報とプライバシー
• 氏名 住所 電話番号 メールアドレス 通勤通学先
• 来館や利用の記録 その頻度
• 読書事実 予約・リクエスト コピー レファレンス DB利用
• 読書傾向

本人の許諾なしに保護者・家族にも知らせてはならない
目的外に使用することは許されない

＊カードの申し込みに性別は必要？
→収集する情報の範囲を適宜見直すことも必要

個人情報提供の事例とフィクションに描かれる図書館
＊2008.12千葉県東金市 ５歳児遺体遺棄事件の容疑者と被害者の図書館利用履歴が報道、図書館が提供
＊2012.12 奈良県立図書館 岡山検察庁に爆破予告メールの送付元としてカメラ画像の提供と利用者IDのログの
記録を提供
＊2015.10.5 『神⼾新聞』夕刊に村上春樹氏が高校図書館から借りた本の図書カードが名前が読める状態で掲載さ
れる。自由委は「神⼾高校旧蔵書貸出記録流出について（調査報告）」を公表、是認できない考えを⽰した。

フィクション
「図書館は読書の秘密を守ることについて（ご理解の要請」）
https://www.jla.or.jp/portals/0/html/jiyu/yousei.html 日本図書館協会自由委 2005.2
＊相棒 2004.12.8放映 第7話「夢を喰う女」容疑者の図書館カードから司書に貸出履歴を見せてもらうシーン
＊『みんな昔は子供だった』2005.1.25放映 第3話 学校図書館のブックカードに残る履歴から、読書記録をあげ
つらう、からかいの対象にする等のシーンが描かれ学校図書館問題研究会が申し入れ
＊『名探偵コナン』2007.1.22放映 第461話 本の図書カードから借りた子を特定する場面
＊『⻫⽊楠雄のΨ難』2015.11.16号『週刊少年ジャンプ』名前が残るカードが展開の軸
＊「十津川警部シリーズ３伊豆踊り子号殺人迷路」 2017.9放映 返却済み資料を図書館員が警察の求めに応じて提
供する場面、架空の練馬区立石神井公園図書館が舞台
＊2019.5 『花よりも花の如く』18巻『魔法にかかった新学期』2巻に学校図書館利用者のプライバシー保護に問
題があるとして学図研が白泉社に申し入れ

プライバシーを守る
• 内面の自由 何人も立ち入ることを許さない
• 本人の許可なく外部にもらしてはならない
• 思想傾向と同一視しない

• 個人情報保護法制より前から、図書館は、憲法が保障する人権として、利用
者の内心やセンシティブ（機微）情報といったプライバシーを守ってきた

• すべての図書館員に課せられた責務
• プライバシーを守るのは、資料・情報提供を充分に行うため
• 一度失った信頼を取り戻すのは困難
• コンピュータ導入で大量なデータの迅速な処理が可能になった反面、情報流

出があると大きな被害をもたらす
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個人情報の流出はほぼ人的要因
＊2004.10.16 三重県立図書館システム開発委託業者によるデータ流出（PC盗難）
＊2010.10 中野区立図書館 他自治体の図書館システム内に個人情報が混入

（三菱電機インフォメーションシステムズ）
＊2014.2.14 高槻市立中央図書館 個人情報確認作業時のプリントアウトを盗まれる
＊2005.3 越前市武生図書館 メールをBCCで送付せず、152人分のアドレス流出
＊2005.10 加古川市立図書館 システム更新時の移行ミスによる流出
＊2010.8 岐阜県立図書館 個人情報を保存したUSBを紛失
＊2012.11 名古屋市図書館 別の利用者に予約レシートをはさんだまま貸出す事案
＊2016.10 秋田市立図書館 16万人分の貸出・登録データ入移動図書館ノートPC紛失
＊2016.11 大阪府立図書館 メールサーバーへの不正アクセス、迷惑メール8千件送信
＊2018.10.26 兵庫県立図書館 お知らせメールをBCCにせず3,294人に誤送信
＊2019.7.19 宮崎県立図書館 HPに22名分の個人情報を掲載

貸出記録利活用サービス
ア 読書通帳を導入 6

お薬手帳タイプ 3
預金通帳タイプ 4

イ HPのマイページで読書記録を保存できるシステムを導入 9
ウ いずれも導入していない（自著タイプ４含む） 7

＊時々学生の中に「もう一度自分の読んだ本のタイトルを知りたい」
人がいて、本人確認を学生証で行ったうえで、履歴を口頭で回答する
ことはある。

貸出記録の利活用サービス
• 公共図書館にも広がっている

＊2008.1 練馬区立図書館が、汚破損者特定のために貸出履歴を返却後も保存する
システムとし、東京の図書館をもっとよくする会から、「練馬区立図書館貸し出し
履歴保存」問題に関する見解が出される（2008.4.12)

• 希望者のみ選択でき、希望者のデータのみを保存する方式とするなど、
保護と利用のバランスを検討

• 情報を持つのは図書館でよいのか？利用者が一定期間出力できる機能を
システムに持たせて、利用者側で管理できるようにしていくべきでは？
「公共図書館システムの「マイページ」と貸出記録」（奥野吉宏）

こらむ図書館の自由 『図書館雑誌』Vol115，No8（2021.08）

「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

「氏名及び緊急連絡先を把握し、来館者名簿を作成する」(2020/5/14)
• 名簿の作成は、来館者の館内での行動の範囲・地域の事情や感染状況のリスク、従事者の業務体制、

自治体の対応方針などを十分に検討した上で行う。
• 把握した情報が必要に応じて保健所等の公共機関へ提供され得ることを来館者に事前に周知する。
• 把握した個人情報の開⽰の方法や保存年限などの取扱いについて開⽰し、図書館利用のプライバ

シー保護に関する最大限の配慮を行う。
• 来館者が貸出利用券を所持している場合、ID番号を記録することで代えることができる。
• オンライン予約した資料を受け取るだけの来館者に関しては、貸出作業に基づく情報をもって代え

ることができる。

（2020年5月14日付、公益社団法人日本図書館協会策定。5月20日に補足説明を作成、5月26日に更新
版（図書館が主体的に判断）を作成し、27日作成経緯と作成過程、補足説明を公表。2021/2/26更新
（利用者が自ら記録すること、COCOAの推奨が補足）、2021/10/19更新版（QRコードの読み取りを
推奨する）が現在の最新版）
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/content/information/guideline_20211019.pdf

図書館の自由委員会では
日本図書館協会の「予防ガイドライン」より前に発信を開始

こんなときどうする？「covid19に向き合う」 (2020.5.5掲載、最終更新2020.7.29)
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定を受けて図書館の再開を
検討するために http://www.jla.or.jp/committees/jiyu///tabid/854/Default.aspx

来館記録の収集は推奨しません。（2020.05.10発信 最終更新2020.08.22）
http://www.jla.or.jp/committees/jiyu///tabid/854/Default.aspx#note02

感染症拡大防止という観点から適切な対応が取られているかどうか

鎌倉市図書館では、来館記録を取得しません
鎌倉市図書館では、皆さまの安全を守るため、出来る限りの感染
症対策をとってサービスを行います。利用者の方のプライバシー
を守り、自由に利用していただけるよう、来館記録を求めたり、
管理したりしません。必要な方はご自分で行動を記録していただ
くよう、お願いいたします。感染された方が鎌倉市図書館を利用
していたことが判明した場合、図書館のホームページ、館内掲⽰
等で、「何月何日何時頃、感染された方が鎌倉市○○図書館を利
用された」事実のみを発表し、個別にお知らせはしません。ご理
解とご協力をお願いいたします。

2020.6.1 6月9日からの開館に向け、公式ホームページに公開
2020.6.9 館内掲⽰及び公式Twitterで発信
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監視(防犯)カメラの設置
・利用者の肖像権や個人情報保護に配慮する
・設置場所、設置数、撮影範囲は目的達成のために必要最低限にとどめる
・設置の事実を明⽰する
・管理責任者、職員の秘密保持義務を確認する
・録画する場合、データの保存期間、第三者への提供制限について定める

＊2020.1.8 練馬区立石神井図書館で、窓口委託業者が監視カメラ記録を警察に提供してい
たことが、東京新聞で報じられた。2年間で15件提供、市⺠に見せていた例もあった。

「図書館と防犯カメラ−図書館にふさわしい運用基準を」鈴⽊章生
（こらむ図書館の自由『図書館雑誌』Vol.109,No.1（2015/1）

http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/jiyu/column05.html#20150

防犯カメラの設置状況
ア 設置している 13
イ 設置していない 8

有 無 無回答
ア 運用基準 7 5 1
イ 基準の公開 6 6 1

外部とは

学校と学校図書館
学校図書館が管理する読書・利用の事実は、

公共図書館と同様に資料管理を目的としている。
教育指導上の目的に活用することは原則として
なじまない。

岡山市の学校図書館「としょかんのちかい」
履歴の残らない貸出方式へ

公立図書館と設置自治体
独立した教育施設としての公共図書館 図書館以外は外部

（教育委員会、⾸⻑部局、議会・・）

捜査への対応
・法令との関係 憲法第35条による令状が出された場合のみ例外

個人の財産に対する侵入・捜査・押収は裁判所の発する令状がなければ行えない
＊2018.11.13『苫小牧⺠報』 苫小牧市立図書館が警察に特定個人の貸出と予約情報を令状なしで提供

・刑事訴訟法第197条第2項 「捜査関係事項照会書」
「捜査については公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」

★報告「しなければならない」のではなく、応じなくても処罰されない。
警察庁「捜査関係事項照会書の適正な運用について」（平成31年３月27日）
（https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf）
「本照会は、あくまで捜査のための必要事項の「報告」の要求であることから、直接帳簿、書類等

 （謄本を含む）の提出を求めることは本条を根拠としてはできない」
（警察庁の施策を⽰す通達(刑事局)https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji.html ）

・守秘義務の及ぶ範囲
どのような職員、運営形態であっても、図書館で働くすべての人に

捜査機関からの利用状況照会への対応
ア 提供したことがある／提供する 11
イ 提供しない 2
ウ 個別に判断 3
エ その他／わからない 5

ア 文書なし 1
イ 捜査関係事項照会書による 5
ウ 令状（捜索差押許可書）による 7

第４図書館はすべての検閲に反対する。
現代の検閲とは

＊2008.11 厚生事務次官殺傷事件、容疑者が国立国会図書館で被害者の住所を調べたと供述、提供禁止に。
日図協は常態化させず過剰な規制は是正すべきと呼びかけ（「名簿等の利用規制について」2008.12)。

＊2019 「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付
＊有害図書指定
2015.8 県立⻑野図書館特別展『発禁1925-1944：戦時体制下の図書館と図書館の自由』

・個人や団体からの特定の図書館資料への異議申し立て
宗教・政治・猥褻・暴力・差別・LGBT・道徳・倫理‥
＊2008.7 堺市立図書館におけるBL図書購入をめぐって（市⺠の声Q&A)

・社会的影響力の大きい個人・組織・団体からの圧力
→検閲と同様か、図書館の自己規制を生み出しやすい
→自己規制の結果、図書館が知る自由を妨げる？
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インターネットと図書館
• 都道府県立は85.3%、市区町村立図書館は76.9%がフィ
ルタリングを導入（2009年 公共図書館155館調査）

• フィルタリングも検閲の一種

• 利用者の意見を踏まえて情報利用の条件を決める。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団
結して、あくまで自由を守る。

・国⺠の支持と協力が不可欠
豊かな図書館体験 資料を的確に提供されてこそ
宣言を伝え、知ってもらい、実感してもらう

・不利益処分の救済

・日本図書館協会の責務 

「自由宣言」展示パネル
1   何でも読める・自由に読める
2   日本図書館協会の普及活動
3   検閲と思想善導 
4   自主規制をのりこえるきっかけになった事件 
5   資料提供の自由を守る ― 人権と差別 
6   資料提供の自由を守る ― 少年事件報道 制限から提供へ 
7   資料提供の自由を守る ― ⻘少年条例と有害図書規制 
8   子どもたちの読書の自由 
9   利用者の秘密を守る 
10 フィクションの中で誤解される図書館像 
11 公立図書館に対し公平で中立的なサービスを求める裁判 
12 条例や規程に見る図書館の自由の精神
13 最近の話題 

全国の図書館に
貸出OK！

グループ討議（〜15:55）
自館での対応について考え、グループでの討議結果を発表していただきます。 
検討は、ブレイクアウトルームで4つの班に分かれて行います。時間は20分。

検討課題は８問（資料収集・提供４問と、利用者の秘密４問を１問ずつ検討）
A班：1とア B班：2とイ C班：3とウ D班:4とエ

・役割分担を１分で決めてください。
（司会進行、記録、発表者2問を各１人、タイムキーパー）

・課題への考えを出し合い、グループとしての到達点をまとめる
・発表の準備（必要に応じてパワーポイント使用•１問１枚） 
・議論が出尽くしたら、他の課題についても話し合ってみてください。

発表の際、別の班への意見、質問もしていただきます。

Ａ 収集と提供の自由
１ 特定の著者の著作について、政治的に偏っているから置くべきでないと
いう声が寄せられ、回答を求められています。どう回答しますか。

２ 新型コロナウイルスに関し、医学的に誤った情報が掲載されていると話
題になっている本に数人からリクエストが入りました。この本を購入すべき
でしょうか。

３ 自分の著作を寄贈するので蔵書として欲しいと送付されてきました。教
育⻑の友人とのこと。この本を蔵書とすべきでしょうか。

４ 保護者から、「子どもが図書館で借りてきたマンガ（『図書館戦争』）
にきわどい性描写があってとても驚いた。とても子どもに見せられるような
内容ではないと思う、なぜこのマンガを置いているのか。子どもが簡単に借
りられるようにしないでほしい」という要望が寄せられました。どう対応し
ますか。

Ｂ 利用者の秘密
ア 子どもが学校に行っていないことが分かり探している、図書館に立ち寄ったかど
うか教えてほしいという連絡が保護者を名乗る人物からありました。調べてみるとそ
の子どもの貸出カードで当日借りていて、貸出時間も分かりましたが、このことを伝
えてよいでしょうか。

イ 予約が多数ある資料の督促の電話をかけたところ、子ども（幼児）の名義で、実
際借りているのはその子の父親ではないかと思うが、今海外出張中だとのこと。本を
さがすのでタイトルを教えてほしい、と言われました。どうしますか。

ウ 図書館をよく利用されている方の家族を名乗る方から、認知症のため借りたもの
をなくしてしまうと困るのでもう利用させないでほしい、カードを返納するという申
し出がありました。どう対応すべきでしょうか。

エ 警察官を名乗る人物が来館し、捜査に関連してある人物が図書館を利用している
かどうか教えてほしいと顔写真を見せられました。自分には見覚えがない人物です
が、そのように答えてよいものでしょうか。捜査関係事項照会書の提⽰があれば、監
視カメラの映像を提供してもよいでしょうか。
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発表をお願いします。
持ち時間は３分です。2題続けて発表してください。

パワーポイントを使う場合、画面共有してください。

A班にはD班、B班にはA班、C班にはB班、D班にはA班が質問や意
見をお願いします。そのつもりで聞いてください。その後、わた
しからもコメントします。

では、A班から順番にお願いします。

まとめ 実践するには
・日常の問題意識が大切 必要な要綱等の制定と公表

・検討・議論・確認の場の設置(委員会・研修・OJT) 
例.名古屋市図書館の自由問題検討委員会

・記録と情報の共有化
日本図書館協会 HP (「図書館の自由委員会」のページ) 

     http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/182/Default.aspx  
こらむ図書館の自由（『図書館雑誌』連載）
「図書館の自由」ニューズレター（年4回発行）
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