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2015 年 7 月 3 日 

第Ⅰ章 私たちのめざす図書館 

 

１、住民生活に欠かせない機関としての公共図書館－公共図書館はだれでも 

が無料で、求める資料や情報の提供を受けることができる 

 

社会システムとしての公共図書館は、有効に資料・情報を収集、保存し、誰にでも、無

料で求める資料・情報を提供する機関とされています。住民・図書館利用者は、該当の図

書館に希望する資料・情報がない場合、その資料を購入することや図書館の連携協力によ

り他館から借りてもらい資料・情報の提供を受けることができます。公共図書館は国民の

共同資源を活用した公益性の高い機関であり、国民の知る権利、学ぶ権利を保障する機関

として役割を負っています。 

文部省社会教育局長西崎恵（当時）は、現在の公共図書館奉仕の起点となった「図書館

法」（1950 年）の法案説明で「新しい図書館は、国民に奉仕する機関でなければならない。

国民が何かを学ぼうとする時、国民が一般的な教養を高めようとするとき、国民が何か楽

しもうとする時、これに十分サービスし得る図書館でなければならない。図書館法はこの

新しい図書館の行うサービスの活動を図書館奉仕と規定した」としています。そして、図

書館奉仕の原点は、「土地の事情及び一般公衆の希望に沿って」（図書館法３条）行われる

と規定されています。 

また、国際的には、「ユネスコ公共図書館宣言（1994 年）」で「公共図書館のサービスは、

年齢、人種、性別、宗教、国籍、言語、あるいは社会的身分を問わず、すべての人が平等

に利用できるという原則にもとづいて提供され」、公共図書館のサービスは無料であり、そ

れにかかる経費は「地方および国の行政機関が責任を持つものとする」と宣言しています。 

 

  

２、今、求められる公共図書館の在り方 

 

（１）身近な生活圏内に公共図書館を 

 図書館は多様な方法で利用され、生活になくてはならいものになっています。「家族の人

が手術をすることになったため、その手術の内容と執刀医の経歴を調べていく人」「子ども

会のお話会に親子連れで訪れて、絵本を借りていく学齢前の子ども」「退職後のビジネスマ

ンが、図書館を訪れ、自分史を書くための本の相談をしていく人」など、図書館利用の内

容は様々だが、生活にはなくてはならないものとなっています。 

 1970 年の東京都の図書館振興策では「700 メートル圏に 1 館」の目標が掲げられていま

した。公共図書館は、人々が健康を維持するために医療機関や保健所が必要とされると同



3 

 

様に、図書館も現代社会を維持・発展させるために不可欠な存在となっています。しかし、

現状の公共図書館が2014年度から減少していることを踏まえ、減らさないことが必要です。 

 

 

（２）「利用者の求める資料は、草の根を分けても探す」公共図書館を 

日本の公共図書館を変えた『中小都市における公共図書館の運営』（1963 年）は、「“公共

図書館の本質的機能は、資料を求める人々やグループに対し、効果的にかつ無料で資料を

提供するとともに、住民の資料要求を増大させるのが目的である”と。資料提供という機

能は、公共図書館にとって本質的、基本的、核心的なものであり、その他の図書館機能の

いずれにも優先するものである」と提言しました。その後、公共図書館では、資料提供を

基本に据えた運営が行われ、このことを通じて、業務改善が進められた。また、利用者の

期待を裏切らないサービスを行うことで、公共サービス－公共図書館に対する信頼も築か

れてきました。 

 近年、職員定数の削減、資料費減少、ＰＦＩによる運営、管理運営の民間委託、指定管

理者制度への移行の中で、他自治体の利用者の予約を受け付けないこと、購入希望のリク

エストを利用者に積極的に宣伝しないことなどサービスを制限する動きがみられます。 

 利用者の資料要求は、誰に対しても必ず提供するとともに、そのために必要な資料費を

確保することが必要です。併せて、１９９８年度以降、全国的に資料費が減額しているた

め、当面、資料費の削減をやめさせることも必要です。 

 

 

（３）気楽に資料相談ができる図書館を 

 公立図書館の機能の一つとして、出版情報調査、読書相談、事項調査などの参考事務も

行っている。「○○さんが新しい本を刊行したが正確な書名、出版社が分わからないので教

えてもらいたい」、「自分史を書きたいが、○○年にどの様な事件があったか知りたい」、「宴

会での一本締めと三本締めがあるが、その違いはなにかを知りたい」など様々相談が寄せ

られます。 

 公共図書館では、書店では販売していない過去に刊行された図書、雑誌のバックナンバ

ー、行政資料なども所蔵しており、これらの資料を活用して利用者の相談に対応していま

す。日常生活で調べる必要があるときには、地元の図書館に相談することができます。 

 

 

（４）住民生活にあった開館日時の設定 

近年、公共図書館を利用するサラリーマンが増加し、利用の形態も朝から閲覧席を利用

して雑誌・新聞などを閲覧する利用者が来館するようになっています。また、図書館シス

テムの変更により、インターネット予約が飛躍的増加しています。 
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公立図書館の利用環境の変化に伴い、一般、児童、視聴覚、新聞・雑誌資料などの購入

割合の変更、閲覧席の改善、開館日時の変更などを行う必要があります。その際は、利用

者・住民の生活実態にあわせて、サービス計画を作成することが必要です。また、祝日開

館、夜間開館を実施するためには、職員会議の確保、職員が継続して働ける労働事件の確

保に努めることが必要です。 

 

 

（５）司書による運営－本来の運営を確立する 

 図書館法は第３条で図書館奉仕について規定し、それに続き、図書館運営の担い手であ

る職員について、第４条（司書及び司書補）、第５条（司書及び司書補の資格）、第６条（司

書及び講習）、第７条（司書及び司書補の研修）で規定しています。また、第 13 条（職員）

で、「公共図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認

める専門職員、事務職員及び技術職員を置く」としています。 

 図書館法では、公立図書館は、専門職員である司書・司書補によって運営されることを

前提にして考えられており、現状の図書館奉仕の善し悪しを決める要となっています。図

書館利用者から資料について質問を受けた際に、その資料がどこに分類されているかが分

からなければ、書架に案内することさえできません。また、選書についても、自館にある

蔵書を知っていることを前提に、年間８万点刊行される新刊書のなかから選書されていま

す。 

 図書館業務を円滑に進め、利用者の貸出業務や相談業務に応える図書館奉仕を行うため

には、訓練された専門職員（司書）の配置が必要となっています。しかし、東京 23 区では、

司書有資格者の採用を行っていないため、他都市に比べて司書比率が異常に低くなってい

ます。司書比率を高めることをしない限り、東京 23 区の図書館サービスがよくなることは

ありません。当面、東京の公立図書館職員の司書率を 50％以上にする必要があります。 

 

 

（６）住民参加の図書館づくりを進める 

 公共図書館の運営について、利用者・住民の意見を反映するシステムとして図書館法第

14 条から第 16 条にわたって図書館協議会について規定され、図書館奉仕を進める過程では

投書箱の設置、利用者懇談会の開催、利用者の資料要求を受け止める購入希望制度などが

行われています。 

 図書館行政は自治事務であり、住民の要望に沿い運営されることとされています。この

ことの大切さは、市、教育委員会の指定管理提案に対して、各地の図書館運動が図書館協

議会などの議論を通じて、提案を撤回させた経験でも明らかとなっています。また、図書

館法第７条の４では、公立図書館は「当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提

供するよう努めなければならない」としています。これらの制度は、現状の図書館運営で
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は形骸化しており、機能している状況にはありません。今、必要なことは、投書・回答の

公開（個人情報保護を前提に）などの図書館運営についての情報を提供することや「図書

館の自由宣言」に示される収集方針の公開などを行い、住民・利用者参加の図書館運営を

すすめことが求められています。 

 

 

（７）図書館ネットワークの確立と都立図書館の役割 

利用者の要望に応えるサービスをしている公立図書館は、信頼が高まり様々な要求が寄

せられます。利用者の要望に「必ず応えていく」ためには自館の力だけでは限界がありま

す。そのため、図書館はネットワークを組み、相互に協力して利用者の要望に応えていま

す。都立図書館は市区町村立図書館に対して協力事業として、協力貸出、協力レファレン

ス、研修事業、総合目録の作成などを行っています。区立図書館の行政ブロック別に雑誌

の保存協定を結ぶなどの取り組みもされています。 

 

 

（８）公共図書館の運営は、教育委員会が責任をもって運営する 

 小泉構造改革のもとで、「民で出来ることは民に」の方針に基づき、1990 年代後半から自

治体業務の市場化が進められました。図書館においても、正規職員の非常勤職員化、窓口

業務の委託化、ＰＦＩによる運営、図書館運営の指定管理者制度への移行などが行われて

きました。 

 指定管理者制度に移行した図書館数は東京、23 区立図書館では 94 館、11 区となってお

り、多摩地区は 5 市 11 館となっているほか、ＰＦＩによる運営が 2 館ある。23 区は全国

の図書館と比較して、指定管理者制度への移行、民間委託、職員の非常勤職員化が異常に

進んでいます。 

 地方自治体が設置する公立図書館は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」で、

学校、博物館、公民館などとともに教育機関とされ、同法第 23 条で教育員会が処理する事

務として「教育機関の設置、管理及び廃止」や「教育機関の職員の任免その他の人事に関

すること」が規定されています。このことから本来、公立図書館は、設置者管理主義の考

え方がとられ、図書館の管理運営を他の団体に委ねることはできないと解釈されてきたが、 

国の脱法的な法解釈を根拠に管理委託がすすめられてきました。 

 この 10 年余り図書館業務を民間事業者に市場化したため、（１）自治体として図書館経

営能力が失われてきた。（２）図書館労働者の非常勤化、派遣労働者化が進行して官製ワー

キングプアーが生まれてきました。（３）図書館業務の継続性、蓄積性が保障されず図書館

サービスの発展性が望めなくなっています。 

当面の図書館運営に必要なことは、図書館職員が働き続けられる条件を確立すること、

図書館業務に公契約条例を適用して労働条件を改善することなどが必要となっています。 
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 また、本質的な解決は、短時間労働などの勤務形態を含めた図書館職員を正規職員化す

ること、図書館の管理運営を自治体が行うことが求められます。 

 

 

第Ⅱ章 新たな図書館を支える図書館職員の採用の仕組み 

 

１、司書の配置が図書館運営の基本であることは、以下のように一般的・普遍

的に認知されています 

 

 

（１）「図書館法」  

 第 4条 1項「図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。」 

 第 13 条「公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会  

が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。」 
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（２）「ユネスコ公共図書館宣言 1994年」 

 「運営と管理」で、「図書館員は利用者と資料源との積極的な仲介者である。適切な

サービスを確実に行うために、図書館員の専門教育と継続教育は欠くことができな

い。」と述べています。図書館職員のグローバル基準。 

 

 

（３）一般の多くの市民は、図書館職員は専門的知識を持つもの(司書)がなると思って

います。そうでないことを知るのは、どうもおかしいと思って、聞いてみたら司書は

ほとんどいないことを知ったりした場合です。そこまで追及する人は少ないため、お

かしいと思っても、図書館にいるのは司書のはずだと考えています。 

 

 

（４）東京都人事委員会は、図書館からの配転処分の取り消しを求める不服申立への裁

決（1978年 10月）で「公立図書館に司書を置くことは、少なくとも法の要望し期待

するところである」「公立図書館の設置が区民の教養を高め、地域住民の社会教育を

向上させるために重要な役割をもち、その有効で充実した運営を実施していくために

司書職を設置すべきである」と認めました。 

 

 

 （５）司書は必要ないとしている 23区においても、「現行の 23区の人事制度では司書    

   の採用はできないため、民営化により司書を配置しサービスを向上させる」と、司 

   書配置の必要性を民間委託に絡めて述べています。また、仕様書等を通じて、司書 

   の配置を要求する区も多いです。 

 

 

２、東京の図書館職員の現状と問題点 

 東京の都区市の職員状況は、以下の表の通りです。ただし、委託・指定管理による民間

企業図書館員についての統計はどこにもないため、全体状況の把握はできません。 
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＊「東京都公立図書館調査 2014.4.１現在」（都立中央図書館）により作成 

 

 

 

（１）都立図書館 

 都立図書館は司書の採用配置を行ってきましたが、2001 年以降 9 年間採用をおこなわな

かったこと、それ以降も新規採用者が少ないため、2013年度には司書数 70名になりました。

（1999年度 163名（内日比谷図書館 28名）からほぼ半減したことになります。（＊2014統

計では 86 名となって 16 名増えているのはどういうわけか）この裏返しとして、業務委託

が拡大し、低賃金不安定雇用の民間企業社員が業務を担う範囲が広がりました。専門的知

識の蓄積を持った図書館員の行ってきた業務が、蓄積を持つことが困難な図書館員に替わ

ったことにより、サービス水準の低下が起きています。 

 

（２）区立図書館 

 １９９０年台後半から国の総定数抑制の圧力により、正規職員の非常勤職員への切り替

えが進み、さらに委託(指定管理)化の進行で正規職員・非常勤職員は減少し、民間企業社

１．専任館長    

 専任館長総数 内司書資格者数 司書資格者率（％） 

都 ２ ０ ０％ 

区 部 ８９ １７ ２２％ 

市 部 ６４ ３８ ５９％ 

 

２．常勤職員 

   

 常勤職員総数 内司書資格者数 司書資格者率（％） 

都 １１４ ８６ ７５％ 

区 部 ８８０ ２３５ ２７％ 

市 部 ７０５ ３２５ ４６％ 

 

３．非常勤職員 

   

 非常勤職員総数 内司書資格者数 司書資格者率（％） 

都 ２４ １０ ４２％ 

区 部 １０７７ ６８４ ６４％ 

市 部 ８２２ ５８７ ７１％ 
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員が激増しました。 

 正規職員、非常勤職員、民間企業社員の３層構造となっています。この 3 層ごとに状況

が大きく異なるので、それぞれについて述べます。 

 

①民間企業社員 

 今日の委託(指定管理)化の中で、図書館職員最大の数となっていますが、これらの図書

館員たちの実状をどこも把握していません。図書館司書正規公務員への採用の道がないた

め、図書館への熱意と司書資格を持つものも多くいます。 

 また、経験を積んで力量を持つ人たちも増えています。それにもかかわらず、多くは、

最低賃金に近い時間給、短時間勤務、1年契約と低賃金不安定雇用となっています。しかも、

競争により指定管理料は年々下がっているため、さらに低賃金化が進んでいます。図書館

を支える最大の層が継続して働き続けることがきわめて困難な状態にあること、これが最

大の問題です。 

 

②非常勤職員 

 非常勤職員は、勤務時間短縮や正規職員削減にともない採用されてきました。その性格

は、司書資格を要件として専門職的役割を持たされたものから、正規職員に見合って専門

的知識を求められていないものまであります。待遇的には①と③の間にある。委託や指定

管理への移行で解雇されることが起きています。 

 

③正規職員 

 司書は少なく、異動が激しい。一般的には、図書館業務に適した職員を配置する配慮も

なされていません。区によっては、経験の蓄積を重視しているところもあり、民営化をし

ても中央館の中枢的機能は経験のある正規職員で維持する区も多いです。 

 しかし、現在経験の蓄積のある正規職員がいる区も、これから経験の蓄積のある図書館

職員を育成することはできなくなりつつあります。 

 

 

（３）市立図書館 

１９７０年代に、多くの図書館を建設し、司書を採用し、館長にも司書を充てて、大きく

活動を伸ばし、全国の図書館に影響を与えました。その活動が作りだしたものは今日にも

生きていて、例えば、東京都市町立図書館長協議会は、都立図書館のあり方など共通する

課題に一致した対応を取ってきている。 

 １９７０年代に採用され、サービスを支えてきた図書館員が、一斉に定年退職している。

後継者のいない市町村が多く、それらの職員が退職するとノウハウを引き継ぐことができ

ず失われつつあります。多摩地域が培ってきた連携協力体制にも影響し、多摩地域の図書
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館サービスを後退させかねない状況にあります。 

 しかし、全体的には、司書の採用は細くなり、図書館の専門的知識をもたない職員の配

置が増え、職員削減等により非常勤化が進んでいます。 

 民営化は区部のように顕著ではないが、2011 年多摩市唐木田図書館に委託が導入され、

委託・指定管理などが徐々に起きつつあります。 

 

 

 

 

３、なぜ司書の採用配置の仕組みを作る必要があるのか 

 司書の配置とは、図書館を維持発展させる基盤を整備することであり、最重要課題です。

また、それは次の点からも必要となるものです。 

 

（１）市民サイドに立った活動をおこなうための身分保障 

 きちんとした身分保障がなければ、さまざまな圧力や検閲等に抗して、市民サイドに立

った図書館を作ることができなくなります。図書館が市民サイドに活動するためには、図

書館が行政から相対的に独立して運営されることが必要になります。 

 また、民営化は、民間企業が行政の下請けとなることであり、行政に従属する。図書館

員は下請けの民間企業に従属する。行政や企業の意に反して、市民サイドに立ち続けるこ

とは職を失うことにつながります。 

→ ・千代田区立日比谷図書文化館『選挙』上映中止問題 

  ・『はだしのゲン』排除問題 

 

（２）労働者としての身分保障  

 仕事に見合った身分保障 不安定・低賃金労働をさせない。このことは、単に労働問題 

のみではなく、人材確保・図書館職員養成の上からも大きい問題です。 

・足立区竹の塚図書館副館長が 1年有期雇用を理由に解雇（東京地裁で解雇撤回判決） 

 

４、図書館を支える職員の仕組み＝司書職制度をつくる道筋 

 司書職制度とは東京の図書館に司書を採用する仕組みです。ここでは、整備された制 

度の姿ではなく、どこから踏み出して、司書職制度に至るかを述べます。図書館に働く人 

たちへの環境改善によってもたらされた図書館サービスの発展が、その次の段階を招来し、 

それがさらなる図書館の発展をもたらします。 

 ここでは、23区を想定して述べます。23区は、特別区体制の頸木に抑えられ、自治が制

限された状況にあります。個々の自治体が独自に司書職制度を作るには困難があります。

市部は、23 区の持つ頸木はなく、図書館をめぐる職員状況、歴史の積み重ねなど有利な状
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況にあります。 

 

（１）どこから踏み出すか 

 現状を大きく変えることなく、図書館発展の糸口を作るためには、図書館を支える人材 

の確保、養成が緊急の課題です。以下①から③の施策になります。 

 

①民間企業社員 

低賃金不安定雇用を改善し、働き続けられる最低の保障を設けること 

ⅰ 公契約条例により図書館職員の最低賃金等に枠を設け、働き続けられる最低の保障を設

けること。 

ⅱ 加えて、司書資格の取得、必要な技術向上にかかわる経費・時間等に対応する賃金待遇

を行うこと。 

ⅲ 指定管理の契約書・仕様書等に、賃金等を公務員に準じた待遇とすることの実効のあ 

  る文言を入れ込む。 

これらは、待っていても抜本的に改善されるのは困難なことから、この状況を切り開くた

めに集団として組織的に行動することが必要となります。 

 

②非常勤職員 

ⅰ 図書館の非常勤職員が根幹的業務を行っていることから、常勤職員に切り替える仕組

みを作ること。また、常勤職員に見合う均等待遇の制度を作ること。 

ⅱ 開館日・開館時間の増への対応として、「均等待遇にもとづく任期の定めのない短時間

公務員制度」を導入する。「7.4 総務省通知」にある「任期付短時間勤務職員」は、不

十分な部分もあり、そのまま適用した場合は、雇用年限等で図書館職員に適応しない。 

ⅲ 館長は、司書資格を持つ熱意のある常勤職員を充てることを基本としつつ、非常勤職 

員のみで運営されている図書館では司書資格を持つ熱意ある非常勤職員を館長に登用 

する制度を作ること。 

 

③都内の非常勤職員を巡る情勢と問題点 

ⅰ 都内各自治体で働いている非常勤職員の身分は地方公務員法 3 条 3 項 3 号に位置づけ  

られた特別職非常勤職員がほとんどです。（多摩市、神津島には地公法 17 条の一般職 

非常勤職員が存在している。） 

特別職非常勤職員は、労働基準法が全面適用され、労働組合法に定められた団交権、 

ストライキ権も有しており、民間企業で働く労働者同様の権利が保障されています。 

 

ⅱ 非正規労働者の権利は保障されなければならない 

 東京都は 2015 年 4 月からこれまでの特別職非常勤職員を、一般職非常勤に身分を切り替
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える動きがあります。しかし、非常勤の一般職化は以下の点で権利侵害があります。 

 ◆一般職化により適用法律が地方公務員法になり、これまで認められてきた団体交渉 

  権、ストライキ権などの労働基本権が制限されることになります。 

  ◆争議を解決するための手段がなくなる 

非正規労働者への雇止め、処遇改善を解決するため、労働組合を通じての労働委員会  

への申し立てもできなくなります。 

  ◆委託化に対しても、対抗策が奪われてしまう 

 図書館を委託化するといった動きが出てきた際も、法律で認められた団体交渉や労 

働委員会への申し立てもできないことから、一方的な解雇攻撃にさらされる危険があ 

ります。 

  日常的に解雇や低処遇におかれている現在の非正規の図書館労働者については、労 

 働者としての権利が保障された身分にするべきです。少なくとも、自治体の特別職非   

 常勤職員を雇用安定・均等待遇がないままに一般職化するべきではありません。 

 

ⅲ 私たちの目指すもの 

私たちは図書館労働者としての専門性が遺憾なく発揮できるよう、司書職の正規公務員

に切り替えることと、併せて「均等待遇にもとづく任期の定めのない短時間公務員制度」

の実現を目指しています。 

 

 

（２）正規職員 

①図書館の知識、熱意を持つものを図書館に配置する。特に重要な館長については、図書 

 館の役割を理解するものを配置する。 

②司書資格取得講習への派遣、図書館研修の実施・派遣など、図書館職員の養成を図る。 

 

（３）過渡的な制度の姿 

①図書館職員としての採用を実施する。特に館長の採用を優先して実施する。 

②司書有資格者で図書館の仕事に熱意をもつものを、図書館運営の責任者である館長に任 

ずる。 

③民営化された図書館で働く者から公務員の館長・職員に登用する道を開く。 

④民営化された図書館については、直営と見合った任用体系を実施させる。 

 その場合は、1社ごとに行わせるのが一般的な考えになろうが、図書館員をプールする 

 ギルド的な仕組み(企業から独立した図書館員の集団による運営)を作ることも考えられ 

 ます。 
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（４）到達すべき制度の姿 

 以上の段階を経て到達する仕組みということになります。身分は公務員とします。23 

区では、現行制度の仕組みがあるため、23区共通採用せざるをえません。異動も 23区枠と 

します。現在の特別区人事厚生事務組合は不透明で、市民や各区の議会からも超越した組 

織であり、問題があります。市部については、各市独自の採用となります。多摩地域での 

人事の交流を活性化した方がよいように思うので、そのためには、広域連合のようなもの 

を考える必要があります。 

 

 

第Ⅲ章 特別区の問題 

東京は都区制度を採っています。大阪もそれを志向する動きをしていましたが、その強引

なやり方もさることながら、この制度の非民主性がますます明らかになり、特別区設置に

ついての「住民投票」の結果は「否」でした。 

 東京は首都であるがために明治以来、他とは異なった地方制度を採っています。戦後地

方自治が憲法上確立されたにも関わらず、23 区の地域は東京都の内部団体とされ、基礎自

治体としての市町村の権能を許していません。政府統計においても、特別区は東京都とい

う市の一部とみなされ、カウントされません。 

 都区制度は、時の中央政府の管理支配、都市開発などを容易にする一方、住民の生活、

生業を困難にさせるものです。本来市（区）の判断で実施できることが、都区一体、区区

一体を理由にして、独自の施策を許さないことが基調となっています。 

 1975 年、長年の取り組みにより、区民が首長を直接選挙する区長公選、および区が独自

に職員を採用、人事管理をする固有職員制度がそれぞれ実現しました。それまでは、区長

は区議会が都知事の同意を得て選任する、職員は東京都が採用、各区に配属する制度が基

本でした。 

 首長公選、職員の独自採用は、自治体においては当たり前の制度ですが、特別区は極め

て遅れた制度を採っていたのです。しかし依然として特別区は、市町村では当然の自治権

が確立されておりません。このことは図書館振興の大きな妨げになっており、その影響は

東京にとどまらず、全国に及んでいます。 

 東京の図書館振興は、都区制度の民主化と併せて取り組む必要があります。 

 

 

１ 司書職制度を実現する 

  特別区は、一部事務組合の人事厚生事務組合に職員の任用全般を委ねています。区の

事務を担う職員の任用については区長の裁量から外す、という制度です。ある区で司書

職制度を実現しようとしても、直ちには実施できない仕組みです。 
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  これを改め、司書有資格者を任用する司書職制度の復活とともに、各区においても独

自に実施できる仕組みに変えさせます。 

  現在図書館で働く正規雇用職員の司書有資格者数は 52％ですが、特別区は 27％に過ぎ

ません。全国に比べ、図書館数や職員数が多い特別区ですが、それを担う図書館員の体

制が極めて脆弱なのです。特別区の図書館のアウトソーシング、指定管理者制度導入が

多い要因は、ここにもあります。 

 

２ 図書館の管理運営の外部化を促す都区財調を住民サービス向上につながるように改善

する 

  特別区本来の財源である税の一部を東京都が徴収し、配分する制度があります。都区

財政調整制度といいます。東京都は 23 区域の市行政を行っていることを理由に、一定部

分を都の財源とし、残った部分を各区に一定の物差しを使って配分しています。 

  税収入と行政需要に必要な額は均等ではなく、自ずと調整が必要となります。都市化

が進み、都民の生活圏域が広がっている状況から、合理的な財源配分は必要です。 

  しかし都区財調は明らかに、都市開発や時の政府の方針に沿った配分がなされていま

す。昨今は構造改革による自治体リストラの強力な武器になっています。今後は 2020 年

のオリンピック開催に向けたシフトが予想されます。 

特別区の行政事務のほぼ全般にわたって積算しており、普通会計の歳入の 3 割を占め

ています。 

  このような実態から、各区においては、財調の積算額が目標となり、とりわけ職員定

数はこれに合わせることに腐心する状況にあります。区独自の施策を実施させない役割

も果たしています。 

  人口 35 万人の区を標準区とみなし、図書館は 7 館としています。その主な経費・内訳

等は表のとおりです。 

人口 35 万人の標準区 図書館数 7 館 

 2008 年度 2010 年度 2013 年度 2014 年度  

 

 

 

 

 

総額 734,116 千円 733,861 千円 715,397 千円 800,838 千円 

給与費（常勤職員） 49 人 40 人 30 人 30 人 

報酬（非常勤職員） 42 人 30 人 30 人 30 人 

賃金（臨時職員） 1,518 人 1,084 人 1,084 人 1,084 人 

図書資料費 62,288 千円 44,201 千円 43,147 千円 75,285 千円 

管理運営委託（2 館） － 163,907 千円 162,778 千円 127,166 千円 

窓口業務委託 － - 70,598 千円 58,092 千円 

 この間一貫して職員を減らし、2010 年度からは 2 館を指定管理者によるものとし、2013

年度では窓口業務の委託料を積算しています。これはさらに外部化を誘導させるものです。

しかも積算単価・額は減らしています。 

他の経費も実態に即して見直すことが必要です。 
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   ・職員定数の改善 

   ・電子資料・情報の購入経費の積算 

   ・映像資料の購入経費の積算 

   ・資料保存の経費の積算 

   ・図書館協議会経費の積算 

   ・地域館に図書館関係団体の分担金の積算 

 

３ 図書館の連携協力を進める施策を実施する 

  特別区は政治的行政的には一体性がありますが、図書館事業については各区で管理運営

することが多く、連携協力は極めて希薄です。図書館は各区だけでは住民から求められた

資料・情報の確実な提供はできません。連携協力が必要なゆえんです。連携協力の制度的

仕組みがなく、各図書館職員の努力によって資料の相互貸借が辛うじてなされている状況

です。 

ネットで求める資料の所在は確認でき、予約件数は非常に増えていますが他の自治体か

ら借用して提供する件数はそれに応える状況になっていません。 

・資料を流通させる経費を積算する。 

・資料保存を確実に分担する制度をつくる。   

 

 

 

第Ⅳ章 公務労働としての図書館 

１、図書館労働 

（１）公益的労働としての図書館労働 

 図書館労働とは、あらゆる主義・主張をもった資料、すなわち世の中の全ての哲学・思

想、宗教・宗派を網羅した著作物を通じて、それの公開と利用を保障する労働であり、極

めて公益性の高い労働です。それは、資料の蓄積性、継続性が担保されることによって可

能となります。 

 ここでの基本は「人権」「民主主義」であり、それが平和という社会の中で継続されてい

きます。 

 図書館労働に従事する労働者は、公務員、非公務員を問わず憲法に示された、憲法的理

念を日常の業務（公務）を通じて実施して行かなければなりません。 

 それは単に図書館という狭い範囲だけでなく地域の発展につながっていくことに価値を

見いだします。 

 特に公務員は憲法の平和、国民主権、基本的人権を擁護する義務を負うが、それにとど

まらず、公務員が陥りやすい「官僚的」思想を常に排除して行かなければなりません。 
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 この「官僚的」思想の排除は職場の民主主義によって醸成されます。この排除は非公務

員も同様です。その土台の上にたって地域をつくり文化を高めていきます。 

 

 (２)図書館労働と自治体労働論 

 図書館労働に従事する職員は、その置かれている自治体に責任を持ちます。そして、さ

らに、日常的に住民と接しています。自治体運営の根幹は住民自治に根ざした、住民の権

利と福利（教育・福祉など広い意味）をのばし住民の安定した生活を保障することにあり

ます。 

 その意味から、図書館業務は「住民のための仕事であり」、住民福祉の文化的側面（「健

康で文化的な生活を営む権利」）を担うことにあります。 

 図書館は、①住民の学習権を保障するために、資料とスペースを確保し、住民の資料提

供要求に応える。②資料に対する住民の反応を把握し、国民文化の創造の一翼を担うこと、

そのために利用者との接触を深め、つねに意見、反響をききそれを著者へ伝える態勢をも

つこと。③地方自治を守り、地域住民と一体となって文化活動の面から参加すること。こ

のためには、利用者との結びつきから、さらに利用者の組織化をめざすことです。 

 小林雅之氏（公共一般労組副委員長）は講演のなかで、図書館労働者は「委託労働者で

あっても、公務を担っているんだ。この公務をになっている責任がある限りは、それにふ

さわしい処遇と権利を与えるべきだ。」「行政サービスは、直営から民間へ動いても、人（公

務員から民間人）と、仕事（直営から民営へ）と、お金（事業予算から委託費へ）の関係

は形式上は替わって見えても、本質的には、住民のための仕事であることには変わりあり

ません。」(１)述べています。 

 このように、図書館労働は「住民のための仕事」である自治体労働と結合し、民主的地

域社会の一翼を担うのです。 

  

（３）図書館労働と「専門性」 

 図書館は、社会発展の中で、近代の民主主義発展と結びついて発展してきました。それ

自体が社会的分業の一環であり、図書館は資料を収集し、分類し、カードを作り、書目を

作り、利用者のために本を運んだり、あるいはガイダンスや資料相談・資料調査をすると

いう多様な労働の分業･協業で運営され、これらを含めて統一的、組織的に運営される。こ

れら統一的、組織的に運営はいずれも民主主義的な規律（約束）なしには運営されないと

いう特徴をもっており、それ自体が非常に膨大な分業と協業の組織であるといえます。(２) 

労働手段の発展にあわせて進化をとげてきた労働は前述したように、技術の発展をつくり

出し、技術の発展は専門職を必要としてきました。  

 「公共図書館員の専門性は、広範な実践のさなかで、専門職集団によって意識化され、

住民によって育てられ、社会的合意のもとに、自治体によって法・制度として確認されま

す。そうした社会的概念である。＜中略＞公共図書館の社会的存立基盤を明らかにする自
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治体論が不可欠である。」(３)としています。さらに、「労働者性と専門性」について「図

書館労働者は権利として自らの専門性を守ることによって、住民の権利を守る。労働者の

権利を守るために闘えない労働者は、自らの専門性を権利として守るためにも闘いきれな

い。」(同上)と「専門性」は住民に依拠し、それは労働者が権利として日常の闘いの中で生

み出されなければならないと述べています。 

 

 

２、民主的図書館活動 

（１）資本主義社会下における図書館 

 図書館は本来近代民主主義と結びついて生まれてきました。しかし、現在、我が国の国

家独占資本主義段階においては、新自由主義・新保守主義理論に基づいた資本主義的官僚

的公共性が強まり、民主主義的生存権的公共性を制限しようとする傾向が強まっており、

これは図書館の発展を阻害するものとなっています。それは、図書館の民主的運営と「自

由」への侵害となって現れています（例『はだしのゲン』問題、憲法的・平和的集会及び

催し物への干渉と図書館使用の拒否等）。 

 さらに、これらの資本主義的官僚的公共性は図書館現場に民間会社による｢指定管理者制

度｣や窓口委託などの商業主義を招来し、図書館労働者を搾取し、図書館現場においてワー

キング・プアーを生み出しています。それは、自治体財政の窮乏によって、そのしわ寄せ

が図書館運営に対する経済的・財政的な圧迫（委託、指定管理による運営、職員、資料費

などの削減）となって現れています。 

 われわれは、このような資本主義的官僚的公共性を破り、住民の学習権保障のための図

書館を地域住民と一体となって自治体の民主化と共につくっていくものです。 

 

 （２）住民「奉仕」を通じての図書館労働者 

 図書館労働者は、自治体労働者として住民の平和と権利をまもるために、生活上必要な

知識や情報を提供する役割をもっています。それは、上から目線ではなく、住民と一緒に

なって悩み、語らいそして相談する。図書館員はカウンターで鍛えられるという言葉があ

ります。現在の委託や指定管理のような労務形態では、カウンターで働いても、その運営

に責任が持てないため自らを高めることはできません。また、非正規労働者も同様です。 

 真に住民に奉仕できる図書館で働く労働者は雇用形態に関わらず、その身分、待遇が保

障され業務に責任を持てなければなりません。 

 業務に責任を持つことによってはじめて、住民と対等に話しが出来、それを通じて、地

域を発展させていくことが可能となります。 

 図書館員と利用者は、単なる「従業員」とお客ではなく対等の同士としてその地域をつ

くりあげていく仲間です。 
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