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番組作成の苦労話をお聞きし
ます。
「ＮＰＯ共同保存図書館・多
また
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国会図
書館の

／ぜひ、ご参加を／

１８の連携――」の中で蔵書
保存場所の共同設置が提案さ
れています。これは多摩地区
の行政組織でも共同保存図書
館の必要性が認知されたこと
で、大いに取り組みの弾みに
なっています。
共同保存図書館の必要性を
さらに知ってもらい、実現に
向けた意識を盛り上げていき
たいと考えます。その一

れたばかりです。
もう一つの動きが東京都市
長会の動きです。「広域連携の
勧め――多摩の魅力を高める

「ＮＰＯ共同保存図書館・
多摩」が設立され一年が経ち
ました。施設としての共同保
存図書館は残念ながらまだ具
体化していませんが、必要性
の認識は着実に広まっていま
す。この間、多くの方々から
賛同をいただき、支援のアド
バイスもいただきました。
マスコミでも取り上げられ、
記事が朝日新聞や日本経済新

環として設立一周年イベント
「広げよう！共同保存図書
館」を企画しました。
パネルディスカションでは、

聞に載り、最近４月１９日に
は、ＮＨＫの「スタジオパー
ク」で『広がるか「共同保存
図書館」運動』が全国放送さ

広げよう！
共同保存図書館

ただきたいと思います。
そして当ＮＰＯ理事の清田
義昭からは、出版業界の現状
を踏まえながら共同保存図書
館への関心・期待について触
れていく予定です。
最後には、当ＮＰＯの恒例
行事として「懇親会――ビア
＆ピーナッツ」を行います。

パネリストの方々やＮＰＯ理
事と懇親を深めていただく機
会ですので、ふるってご参加
ください。

２００７年５月２７日（日）
午後１時から４時３０分
まで

場所：：調布市市民プラザ

あくろす あくろす ホ･ール
京(王線国領駅北口前西友上）

http://www.chofu-across.jp/g
oannai_tizu_frame.html
（会場電話０４２―４４３―
１２２０）

内容／ＮＰＯ多摩デポ設立
のこの一年を振り返って
●東京都市長会の動き
●東京都市町村立図書館長協
議会の動き
●パネルディスカッション
「広げよう！共同保存図書
館」
◇パネリスト
扇谷勉氏
（ＮＨＫ解説委員）
千代正明氏（日本図書館協
会 理事 元 国立国会 図
書館）
清田義昭（ＮＰＯ共同保存
図書館・多摩 理事 出版
ニュース社社長）
◇司会
斎藤誠一（ＮＰＯ共同保存
図書館・多摩 理事）
●懇談会（おなじみちょっぴ
り、ビア＆ピーナッツの会）

※参加費５００円
（当日徴収）
※事前申し込み、なしです。
直接会場にお越しください。

注目すべき東京都

座間直壯

市長会の動き・報告
理事長

平成１８年１１月東京都市
長会は「広域連携の勧め～多
摩の魅力を高める１８の連携
～」を発表しました。

が多摩の市長会も図書館の現
状に危機感を持ち、現状打開
と更なる発展を期しての提言
と考えられます。

古くなった蔵書の共同保管の
提案です。どの図書館もリク
エストの少なくなった蔵書の
保管に困っている現実がある。
そこで、多摩全域をカバーす
る蔵書保管場所を共同設置す
ることを提案する。
」
というも
のでした。
このことは、私たちが描い
ている共同保存図書館構想と
全く一致するものであり、我

その巻頭言の最初の言葉は
「自治体の広域連携ですぐ思
いつくのが図書館の相互利用
や消防の相互応援協定であ
る。
」とありました。
そして、１８の連携事例の
７番目に
「多様な図書館連携」
が掲げられ、三つの提案が示
され、その中の一つが「……

すが、両施設では資料の整理
や保存、自治体への資料提供
など様々な部分で共通するノ
ウハウが必要となる。全国に

あり、１８番目の提言として
「公文書館の共同設置」を掲
げているが、図書館と公文書
館を一緒に考えられないかと
いう話も出てきました。
私と斎藤は思わず身を乗り
出して「それは面白い発想で
あり素晴らしい考えではない
か」と言ってしまいました。
図書館と公文書館はそれぞ
れ機能が異なることは事実で

早速、私と斎藤事務局長の
二人で市長会事務局を尋ね、
担当の三村企画政策室長にお
会いして、これらの詳しい経
緯と今後の進め方について伺
いました。
三村室長からは、図書館の
問題と同様に公文書館の共同
設置も緊急性を要する課題で

提言を実現させるための活動
助成事業も創設され、調査・
研究費や活動費が助成される
こととなりました。
今後、市長会としては各自
治体間の協議の進捗を見守り、
出された提言が一つでも多く
実現することを願っていると
いうことでした。
多摩地区の図書館長協議会
も、
これらの動きに対応して、

先駆けて多摩地区で試行する
ことも充分価値のある話では
ないか、と話は盛り上りまし
た。
このように、市長会は多摩
地区の魅力を高めるための新
たな施策として「広域連携の
勧め」という積極的な提言を
行っています。同時にこれら
力いただきました５万冊の処
理事業のうち、武蔵野市の図
書交流センターで保管する資
料のデータ作成事業なども、
検討することになる模様です。
多摩の自治体が積極的に動
かなければ進まない話なので、
関係各位の尽力に期待すると
同時に、我々も積極的な協力
と行動を起こしていきたいと
考えています。

具体的な実現策への第一歩と
して、先に触れました市長会
の調査・研究費や活動費の助
成を得て計画を進めることに
しています。コンサルタント
業者や大学の研究機関への計
画書設計委託を準備しつつあ
るようです。
一方、昨年みなさまにご協

協議を進めています。「共同利
用図書館検討委員会」という
名称で、８自治体の館長が月
１回程度会合を持っています。

私たちの運動が
ＮＨＫ番組で
全国放送される

「ＮＰＯ共同保存図書館・
多摩」の活動がＮＨＫの番組
で全国放送されました。
４月１９日午後１時４５分
から放送された「スタジオパ
ーク」の「暮らしの中のニュ
ース解説」のコーナーで、タ
イトルは「広がるか『共同保
存図書館』運動」でした。Ｎ
ＨＫ解説委員の扇谷勉さんが
映像とフリップを使いながら
解説するもので、８分間とい
う短い時間ですが“共同保存
図書館”という新しい取り組
みが全国に紹介された意義は
大変に大きいと思います。
内容は、東京都内の図書館
の除籍の実態を説明した上で、

“図書館が頭を悩ます問題”
として蔵書の廃棄問題を取り
上げ、その解決策として、
「Ｎ
ＰＯ共同保存図書館・多摩」
の活動が始まったことを紹介
しました。
共同保存図書館のメリット
として利用率が落ちた資料で
も捨てないで保存できること、

収納スペースを節約できるこ
とがあげられ、その具体的な
行動として私たちのメンバー
が東京都市町村立図書館長協
議会の取り組みを支援して作
業に入った西東京市と日野市
での保存シール貼りの場面も
放送されました。
特に、最終的な保存機能を
もつ国立国会図書館の資料は
利用に制約があるということ

との対比で、私たちの共同保
存図書館の役割が利用
（貸出）
のための資料保存であること
が解説されており、運動の意

図する点をうまく表現しても
らえたと思います。最後に、
行政体からの財政支援の問題
や多摩地域の足並みを揃える
という課題はあるが、実現へ
の期待は大きいと締めくくら
れました。
ＮＨＫ解説委員の扇谷勉さ
んは映像資料のアーカイヴへ
の関心が高く、その関連で図
書館の資料保存の取り組みに
も興味を持ち、今回の取材に
結びついたとのこと。今後、
さまざまな場面でご支援をい
ただけるものと思います。
これからの運動に弾みがつ
く番組でした。

日野市議会での図書館に
関する議員質問の中で、共
同保存図書館について取り
上げられる――
平成１９年の第１回市議会

定例会で、公明党の田原議員
から「図書館を地域の情報拠
点として活用しよう！」とい
う、全１６項目にのぼる質問
がありました。
現在の図書館基本計画の策
定状況や新中央図書館問題と
ともに、多摩地域での共同保
存図書館設立の動きについて、
さらに市内の企業の科学技術
系雑誌を受入れることはでき
ないかという質問でした。
（議事録 以下参照
http://www.lib.city.hino.t
okyo.jp/hnolib_doc/tosyoka
nkihonkeikaku/tosyokankiho
nkeikaku.htm
［１月３０日『公明新聞』に
は神奈川県立図書館が旧県立
野庭高校の校舎で行っている
デポジットライブラリーの記
事が掲載されています］。
質問に答えて、教育委員会
文化スポーツ担当参事からは、

日野市の図書館も共同保存図
書館を検討している図書館長
協議会の活動に積極的に関わ
っている旨の答弁がありまし
た。

ＮＰＯ事務所
調布に引っ越しました
４月１日、事務所を移転し
ました。これまで置かせてい
ただいていた立川市高松町の
インドネシア雑貨店が撤退し
たことに伴う引越しです。
新住所は、調布市深大寺北
町１丁目３１番１８号で、調
布駅もしくは三鷹駅・吉祥寺
駅からバス。都立調布北高校
の近くです。アクセスは少し
不便ですが、部屋も広く、郵
便ポストも専用です。
週１回木曜の午後、事務局
江森・田中が交代で事務所に
行く予定です。ただ、電話・

ＦＡＸは引いていませんので、
連絡はこれまでどおり郵便か
メールでお願いします。郵便
物の確認が定期的には週１回
なのでご不便もあるかと思い
ますが、ご容赦ください。

◇ＮＰＯ多摩デポホームペ
ージを見てください！

ホームページ。未完成です
が動き出しています。

http://www.geocities.jp/dep
o_tama/index.html
「ＮＰＯ共同保存図書館・多
摩」のサイト名でもヒット。
なおＮＰＯ「多摩デポ」が
できるまでの経過については、
三多摩図書館研究所のホーム

ページをご覧ください。

http://www.hinocatv.ne.jp/~j
e1hyg

◇新年度の会費
納入のお願い◇
昨年５月に任意団体として
発足し、まもなく１年になり
ます。発足時には早期にＮＰ
Ｏ法人化の予定で、会計年度
は決めておりませんでしたが、
次年度に持ち越しになりまし
た。そのためこの３月の理事
会で任意団体としての会計年
度を４月から３月までとする
ことに決定しました。（２００
６年度は２００６年５月から
２００７年３月です。
）
４月から新年度になります
ので年会費の納入をお願いし
ます。
年会費５０００円です。
４月～９月入会の方（会員
番号０６―０１―○○○）に
は４月に、１０月～３月入会
の方（会員番号０６―０２―
○○○）には１０月に郵便振
替振込票をお送りします。

今年度からは加入者負担の
用紙にしましたので払込時の
手数料は不要ですが、実は、
払込票挿入口のあるＡＴＭで
送金していただくと、当会の
負担が４０円安くなります。
できるだけＡＴＭで送金して
いただくよう、ご協力をお願
いします。
（会計 田中ヒロ）

――「デポ通信」の
印刷送付について
この『多摩デポ通信』を、
毎号〈紙に印刷して送る〉と

決めたのは１月２３日理事会。
経費を考えメール版だけ発行
でもいいか、との意見も聞こ
え始めていたところでした。
『通信』は公式記録のひと
つであり広報媒体としても重
視すべき、会員各位へ封筒で
届く定期便も欲しい、などの
声が優勢になった次第です。

下車、国分寺方面へ徒歩５分
（小平市立中央図書館
入り口の隣です）

●日時
：５月１９日（土）
午前１０時～午後５時
：５月２０日（日）
午前１０時～午後３時
●場所
：小平市中央公民館
１階ギャラリー
西武多摩湖線青梅街道駅

会場で会いましょう！

には、古本市当日使える
無料券（３冊分）を進呈。

※本の寄付をしていただく日
５月１２日（土）、１３日（日）
午後１時～４時
小平市中央図書館裏手、
職員通用口を入って左
館外奉仕室の内へどうぞ
※本を寄付してくださった方

共同「保存」図書館建設運
動らしい採決、というほどで
はないのかもしれませんが。
（平山）

※楽しい行事の紹介です
毎年、数万冊の市民の寄付の
図書を集め、
千人規模の参加。
数十万円を売り上げ、収益か
ら市立図書館へ寄付も行って
いる小平図書館友の会古本市。

小平図書館友の会第９回

チャリティ古本市

化、環境整備、災害対策、利
用者教育・職員教育、収集方
針・廃棄方針との連携、利用
者サービスとの関連、図書館
協力などを包括した責務に、
図書館が統合的、体系的、計
画的に取り組むことが重要と
考えたからです。図書館サー
ビス基盤の適切な確保のため

★これまで「図書館映画」も
「図書館小説」もいろいろあ
り、作品の出来はいろいろ。
しかしデポジットライブラリ
ーが登場する小説は初めてで
はないでしょうか。この有川

★有川浩の話題の小説「図書
館戦争」シリーズはもう読ま
れましたか？
★その女主人公の喜怒哀楽と

●修復、プリザベーション、
コンサベーションの定義は、

版点数が急増し、予測を遥か
に上回る速さで書架から本が
溢れる事態が生まれ、コンピ
ュータの普及が進んで自ら世
界に向けて情報発信すること
が日常的になるにつれ、旧来
の紙等を利用した印刷物の保
存からデジタルデータの保存
まで、人々の知的・文化的所

に、蔵書の保存についての考
え方を明確にすることが求め
られています。
日本の図書館の普及に東
京・多摩地域の図書館が果た
した役割は大きく、「共同保存
図書館」設置への動きには注
目すべきものがあります。
この秋に東京で開催が決ま
っている全国図書館大会での
「ＮＰＯ共同保存図書館・多

の小説は、図書館屋の行動と
気分をうまく掬い取ってくれ
ているように思います。ヒロ
さん、もっとデポを描いて。

冒険の舞台となる武蔵野市図
書館の地下には、なんと巨大
なデポジットライブラリーが
ある設定になっています。

http://www.jla.or.jp/hozon/h
ozonkanri/teigi.pdf参照。

産の保存対象件数が爆発的に
増え、図書館で「保存する」
ことの中味が次第にあやしく
なってきました。
日本図書館協会資料保存委
員会では、
酸性紙問題を機に、
コンサベーション
（現状保存）
及び修復を中心とした「資料
保存」について研究・技術の
普及を進めてきましたが、情
勢を踏まえて昨年新たに「保

進もう―――

日本図書館協会
資料保存委員会委員
真野節雄
現在の「図書館法」が１９
５０年に成立してから５７年。
図書館が〈必要な資料を収集
し、整理し、保存して、一般
公衆の利用に供し、
その教養、
調査研究、レクリエーション

※プリザベーション（保存の
ための予防的措置）

摩」
の報告に期待しています。

存管理チーム」を発足させま
した。
製本・補修、予防的保存、
維持管理、マイクロ化・電子

更に、プリザベーションに

等に資することを目的とする
施設〉だということは、すっ
かり定着したかに見えます。
ところが、高度成長期に出

コンサベーションから

しては、
暗黒時代に突入した。
とりわけ、寄贈される大学紀
要が「我慢のならない存在」
と評価されてしまった。紀要
のため郵便物が増える、受入
の手間がかかる、保管場所が
ない、めったに利用されない
……よって、切り捨てるべき
であると言う。まずは、

「闘え！」と言われるかも
しれないが、小さな私立大学
では「いやなら辞めろ！」で

棄」
との方針が言い渡された。

「新しく届く紀要はすべて廃

（会員・匿名希望）

年のせいだろうか。忘れ去
っている過去のある出来
事を、ふとしたきっかけか
ら思い出すことがある。
「本を捨てるな！」の文字
は、私が働いていた図書館
での「アンネの部屋」事件
を思い出させてくれた。
一八歳人口が１９９２年の
ピークを過ぎ、大学入学者の
数が年々減りはじめた地方の
私立大学の図書館に私は勤務
していた。そんな中、経営体
質改善のため、支出額が突出
して高い図書館には元銀行員
が図書館事務長として配属さ
れてきたのである。カウンタ
ー設備の改善、事務処理の簡
略化、年休取得の公平化など
が次々とすすめられて行き、
人にとっての環境は改善され
るところもあった。
が、資料の収集と保管に関

投稿・
アンネの部屋

終わってしまう。
さて、ここからがレジスタ
ンスのはじまりである。幸い
にも紀要に関しては私と同僚
のＭさんだけの担当であるか
ら、すぐに対処できた。
図書館のすぐ傍に、階段下
の空間を利用した物置があり、
その構造から、掃除道具入れ

確かに、アンネの部屋は、
持続可能な方法ではない。し
かし、時間を引き延ばすこと
の価値はあった。アンネの部
屋と重なる思いもあって、Ｎ
ＰＯ共同保存図書館 多･摩の
活動を応援していきたい。
随時募集します／保存／共同

それから半年ほどだったか、
ちょうどアンネの部屋も満杯
になってきたころ、事務長が
異動となった。今度は、大学
院から論文指導に役立つから、
他大学の紀要を利用したいと
言ってこられ、大学紀要たち
は、アンネの部屋から解放さ
れたのである。廃棄していた

／インスパイアする体験想い

ら逆に信頼を失うところでも
あった。

として入口付近しか使われて
いなかった。奥になるほど天
井は低いものの、紀要をとり
あえず隠しておくには充分だ。
他の人がいない時間帯を狙
って、新着の紀要を運び続け
た。少なくとも市のゴミ収集
日に出すことだけは避けねば
ならない。何回か利用の請求
があったときは、腰をまげて
該当する号を探したこともあ
ったが、生き続けた。配架コ
ードは、
「アンネの部屋」
。考
えることなくネーミングして、
苦笑した。

ＮＰＯ 多摩デポ ・ この一年
２００６年 5 月 ・任意団体として「NPO 共同保存図書館・多摩」発足
・ＮＰＯ事務所を立川市高松町 2-20-2 に置く
6 月 ・神奈川県立川崎図書館デポジットライブラリー（外国科学技術雑誌）見学
8 月 ・呼びかけ人 26 人決定 入会・賛同お願い発送
10 月 ・『出版ニュース』 10 月中旬号 津野海太郎理事「本を捨てるな！」執筆
・館長会の保存指定資料シール貼りボランティア 西東京市図書館で作業
11 月 ・朝日新聞記者から取材
・日本経済新聞記者から取材
・『朝日新聞』 24 日夕刊 7 面 「多摩に共同保存図書館を」掲載
12 月 ・「ＮＰＯ共同保存図書館・多摩 を肴に大いに語ろう！」（対話・交流集会）開催
・呼びかけ人 29 人に
・『日本経済新聞』 11 日夕刊 20 面 「共同保存図書館動き出す」掲載
・保存指定資料シール貼りボランティア 日野市立図書館
２００７年 2 月 ・ＮＨＫ解説委員 扇谷勉氏取材
4 月 ・事務所を調布市深大寺北町 1-31-18 に移転
・19 日、NHK スタジオパーク 暮らしの中のニュース解説で
“広がるか「共同保存図書館」運動” 放映
―――3 月末現在、ＮＰＯ多摩デポ個人会員数 １３１名、団体会員数 ２団体。

2006 年度会計報告（06 年 5 月 17 日～07 年 3 月 31 日) NPO 共同保存図書館・多摩
収

入

会費（133 口）

支

665,000 事務所費（事務機器使用料含）

寄付

1,294,792 事業費（集会，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費，保険）

＜寄付内訳＞

275,520
79,736

会議費（理事会会場費）

31,000

通信費（ﾘｰﾌﾚｯﾄ・会報送付等）

73,562

大口 2 件：550,000 円

印刷費

10,115

その他

消耗品費

40,602

個人 91 件：529,052 円

事業収入
収入合計
現金
郵便振替口座
未払金
借入金

出

：215,740 円

54,371 雑費

6,765

2,014,163 支出合計

517,300

差引残高

1,496,863

76,143
1,420,720
0
0
2007 年４月１９日

会計 田中ヒロ

