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調査研究部会報告①

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」
を概観する
望 月 道 浩
はじめに

きた。しかしながら、昭和25年に制定された

平成13年7月18日に告示・施行された「公

旧「図書館法」当時から謳われていた「公立

立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」

図書館の設置及び運営上の望ましい基準」を

（平成13年文部科学省告示第132号）（以下、

定めることについては、同法の成立後も長き

「旧基準」と略す）は改正され、平成24年12

に亘って定められないままの状態が続いてい

月29日に「図書館の設置及び運営上の望まし

た。「旧基準」は、そのような長きに亘る空

い基準」（平成24年文部科学省告示第172号）

白期間を経て、平成13年7月に告示されたの

（以下、「新基準」と略す）として文部科学大

である。「旧基準」においては、公立図書館
を前提とした基準であった。

臣により告示され、同日施行された。
本稿では、「新基準」が告示・施行された

その後、平成20年の図書館法の改正をはじ

経緯と背景について概説し、主な改正内容に

めとして、少子高齢化、高度情報化、国際化

ついて概観してみたい。個々の改正内容の中

などが進展する中で、図書館に対するニーズ

でも、とくに高齢者・障害者１

や地域課題の複雑化・多様化が指摘されはじ

等を対象とす

る生活サポートとしての「代読サービス」に

める。
図書館法の改正以外にも、振り返れば「子

ついて焦点を当てながら述べる。
なお、本来であれば、新旧双方の基準を対

どもの読書活動推進に関する法律」（平成13

照提示した上で「新基準」のポイントを示す

年）
、「文字・活字文化振興法」
（平成17年）、

べきところではあるが、本稿では紙幅の都合

「これからの図書館の在り方検討協力者会議」

上、 一部を抜粋し提示するのみに留める。

からの各種報告として、「これからの図書館

「新基準」の全文については、文部科学省生

像～地域を支える情報拠点をめざして～（報

涯学習政策局社会教育課がWeb上にも公表

告）
」（平成18年）や「図書館職員の研修の充

２

実方策について（報告）」（平成20年）、さら

しているのでそちらを参照されたい 。

に「司書資格取得のために大学において履修
すべき図書館に関する科目の在り方について

１．新基準の告示・施行の経緯と背景
旧「図書館法」では、第18条（公立図書館
の基準）において「文部科学大臣は、図書館

（報告）」（平成21年）が示されるなど関係制
度の改革も同時に進められてきた。

の健全な発達を図るために、公立図書館の設

とりわけ、指定管理者制度の導入等、図書

置及び運営上望ましい基準を定め、これを教

館の運営環境の変化が取り上げられるように

育委員会に提示するとともに一般公衆に対し

なり、図書館を巡る社会の変化や新たな課題

て示すものとする。
」（傍点は筆者）とされて

への対応の必要性が生じることとなった。
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現行「図書館法」（最終改正：平成23年12

情報サービス、地域の課題に対応したサービ

月14日法律第122号） では、 同法第7条の2

スの充実を示したこと、児童・青少年、高齢

（設置及び運営上望ましい基準）において、

者、障害者、乳幼児とその保護者、外国人等

「文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図

の利用者に対応したサービスの充実、施設・

るために、図書館の設置及び運営上望ましい

設備の整備を示したこと、である。

基準を定め、これを公表するものとする。」

３点目として、「図書館の運営環境の変化

（傍点は筆者）とされており、公立図書館に

に対応するための規定の整備」が挙げられて

限らず広く図書館を対象とした基準を定め公

いる。その内容としては、図書館の設置者は、

表することが謳われた。このような法改正は

設置目的を適切に達成するために必要な管理

もとより、「地域が抱える様々な課題解決の

運営体制を構築すべきことを規定したこと、

支援や、地域の実情に応じた情報提供サービ

管理を他者に行なわせる場合、緊密な連携に

スなど幅広い観点から社会貢献することが期

より事業の継続的・安定的な実施等を確保す

待されている」３

といった背景に基づきなが

ること、基本的運営方針、指針・目標、事業

ら、「旧基準」はその全部が改正されること

計画の策定・公表等を示したこと、館長には

となった。

図書館の運営及び行政に必要な知識・経験と
司書資格を有する者を置くことを示したこと、
司書などの確保、関係機関との人事交流、各

２．新基準の主な改正内容
「新基準」の主な改正内容としては、以下

種研修機会の拡充等を示したこと、である。
その他にも、著作権等の権利の保護に関す

の３点が挙げられている４

。

まず１点目として、「図書館法の改正を踏

る規定を追加したこと、危機管理に関する規

まえた規程の整備」が挙げられている。その

定を追加したこと、図書館資料に電磁的記録

内容としては、「図書館の設置及び運営上の

を含むこと、郷土資料等の電子化等に関する

望ましい基準」として、基準の対象に私立図

規定を追加したことが挙げられる。

書館を追加したこと、運営状況に関する評価

これらは、いずれも「地域の知の拠点」と

の実施やその結果の住民への情報提供を示し

して期待される図書館が、地域の実情や多様

たこと、学習の成果を活用して行なう多様な

化するニーズに応え、幅広い観点から社会貢

ボランティア活動等の機会・場所の提供を示

献に資する拠点となることが期待された基準

したこと、である。

としてとらえることができよう。

２点目として、「図書館に対するニーズや

以下、本稿では、主な改正内容の２点目の

地域課題の複雑化・多様化に対する規程の整

中で示された「児童・青少年、高齢者、障害

備」が挙げられている。その内容としては、

者、乳幼児とその保護者、外国人等の利用者

知識基盤社会において、図書館は地域の情報

に対応したサービスの充実、施設・設備の整

拠点等として重要な役割を担うことを明記し

備」に的を絞り、その中での「代読サービス」

たこと、図書館相互の連携のみならず、国立

との関わりから、以下述べることとする。

国会図書館、学校、民間団体等との連携・協
力を示したこと、レファレンスサービス等の
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３．障害を理由とする差別の解消の推進と新

おきたい。図書館においても、法的義務とし

基準

て障害を理由とした差別的取扱いが明確に禁

平成22年6月29日付にて、
「障害者制度改革

止されるとともに、とくに公立図書館におい

の推進のための基本的な方向について」が閣

ては合理的配慮の不提供の禁止が法的義務と

議決定された。これは、障害者の権利に関す

して示されたことからも、平成28年4月1日の

る条約（仮称）の締結に必要な国内法の整備

同法施行までに、その具体的な対応を図って

を始めとする日本の障害者に係る制度の集中

いくことがより一層求められる。

的な改革の推進を図るために示されたもので

具体的には、図書館では、先に掲げた「新

ある５。この閣議決定の後、障害者制度改革

基準」を踏まえ、かつ、図書館法第3条（図

が推し進められており、平成25年6月26日付

書館奉仕）に掲げる事項等の図書館サービス

にて、「障害を理由とする差別の解消の推進

の実施に努めなければならないわけだが、日

に関する法律」（平成25年法律第65号）が公

本の公立図書館における「図書館利用に障害

布され、一部を除き平成28年4月1日に施行さ

のある人々」へのサービスについては、1970

れることとなった（以下、「障害者差別解消

年代以降広まっているものの、サービスはい

法」と称す）。

まだ発展途上とする向きもある６。あらため

「障害者差別解消法」では、「障害者基本

て、障害を理由とする差別の解消の推進とい

法」
（昭和45年5月21日法律第84号／最終改正：

う観点から、「旧基準」と「新基準」を対照

平成25年6月26日法律第65号（未施行）
）の第

し概観すると以下のようになる（該当箇所の

4条（差別の禁止）に基づきながら、行政機

み抜粋、下線は筆者）。

関等及び事業者における障害を理由とする差

【旧基準】

別を解消するための措置等を定めることが謳

二

われている。

(四) 利用者に応じた図書館サービス

市町村立図書館

また、同法では、教育、公共交通、医療、

③ 高齢者に対するサービスの充実に資

雇用、役務の提供、刑事手続等の行政機関に

するため、高齢者に配慮した構造の施

よる活動など、「障害者基本法」 において

設の整備とともに、大活字本、拡大読

「障害者の自立及び社会参加の支援等のため

書器などの資料や機器・機材の整備・

の基本的施策」として規定されている分野も

充実に努めるものとする。また、関係

含めた広範な分野を対象としている。ここで

機関・団体と連携を図りながら、図書

の障害者とは、「障害者基本法」第2条におい

館利用の際の介助、対面朗読、宅配サー

て「身体障害、知的障害、精神障害（発達障

ビス等きめ細かな図書館サービスの提

害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

供に努めるものとする。

下「障害」と総称する。
）がある者であつて、

【新基準】

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活

第二公立図書館

又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ

一

市町村立図書館

るものをいう。」とされ、何らかの心身の機

３

図書館サービス

能の障害がある者も含まれることも確認して

(四)
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イ （高齢者に対するサービス） 大活字

ウ （障害者に対するサービス） 点字資

本、録音資料等の整備・提供、図書館

料、大活字本、録音資料、手話や字幕

利用の際の介助、図書館資料等の代読

入りの映像資料等の整備・提供、手話・

サービスの実施

筆談等によるコミュニケーションの確

【旧基準】

保、図書館利用の際の介助、図書館資

二

料等の代読サービスの実施

市町村立図書館

(四) 利用者に応じた図書館サービス
４．おわりに

④ 障害者に対するサービスの充実に資
するため、障害のある利用者に配慮し

このように新旧の基準を対照してみると、

た構造の施設の整備とともに、点字資

「旧基準」において明記されていた「対面朗

料、録音資料、手話や字幕入りの映像

読」から「図書館資料等の代読サービス」と

資料の整備・充実、資料利用を可能に

いう文言へ変更されており、このことについ

する機器・機材の整備・充実に努める

て懸念を表明する向きもある７。

ものとする。また、関係機関・団体と

いずれにしても、「障害者サービスは図書

連携を図りながら手話等による良好な

館の原点」８ といわれることからも、図書館

コミュニケーションの確保に努めたり、

利用に障害のある人々へのサービスは、「

図書館利用の際の介助、対面朗読、宅

『通常の』サービスとは、別個のものとか、

配サービス等きめ細かな図書館サービ

付け足しとみなされてはならないもの」９ で

スの提供に努めるものとする。

あることを再認識する必要があろう。ひいて

【新基準】

は、「図書館利用の権利をもっている利用者

第二公立図書館

に対して負っている『図書館の側の障害』」10

一

市町村立図書館

をとらえ直し、その「図書館側が負ってい

３

図書館サービス

る『障害』を取り除いていくこと」11 にあら

(四)

利用者に対応したサービス

ためて目を向けなければならない。
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