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時間の余裕をもって認証があ
りましたら、これを解散総会
に変え、同じ会場で引き続き
「ＮＰＯ法人共同保存図書
館・多摩」の第一回総会を開
催する予定です。
この日は総会を記念して、
元国立国会図書館副館長で、
資料保存について造詣の深い
安江明夫氏をお迎えし「公共
図書館における共同保存の意
味（仮題）
」についてお話をい
ただきます。

日時： 年５月２５日（日）
※総会：

総会及び記念講演会

の場でも議論してください。
法人化によって責任ある組
織としての対応が可能になり
ますが、さらに皆さんの協力
が必要です。今後もご支援ご
協力をお願いします。
現会員の皆さんには、近日
中に改めて、法人化のご挨拶
と総会案内、法人会員募集の
お知らせをお送りします。

目下、法人の事業について
ＮＰＯ共同保存図書館・
多摩
調布市深大寺北町一―三一―一八 検討しています。学習会や調
２００８年３月 日発行
●
査・研究活動をとおし、共同
depo_tama@yahoo.co.jp
●郵便振替 00170-8
‐ 610534
保存図書館の意義や必要性を
広く伝えていきます。多摩地
●ＨＰ／
http://www.geocities.jp/depo_tama/index.html
域の図書館サービスを充実さ
四月上旬にＮＰＯ法人へ
せる支援の取り組みも考えて
います。提案しますので総会

昨年 月に法人申請を東
京都に提出し三ヶ月が過ぎ、
どうやら４月上旬にはＮＰＯ
法人として認証されるものと
思われます。多くのご支援に
支えられこぎ着けられること
を心から感謝しています。
認証が済み、ＮＰＯ法人が
成立しましたら、現ＮＰＯ会
員の皆さんはぜひＮＰＯ法人
の会員に移行していただきた

総会とこの講演会に多くの
方のご参加をお待ちします。

法人化後の事業の展望

午後１時 分より２時 分
※記念講演会：
午後２時 分より４時 分
場所：立川市女性総合センタ
ー・アイム５Ｆ第３学習室
※５時からは祝賀会を予定
しています（会費３千円）
。こ
れにもぜひご参加ください。
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東京都市町村立図書館長協議
会で八千代エンジニアリング
に委託をしていた「多摩地域
における共同利用図書館検討
調査」の報告書がまもなく発
表されます。多摩地域の図書
館からあふれる所蔵資料を共
同で保管・利用する実践的な
指針が示されていることを願

市長会の委託調査報告に
注目を！

３０

っています。ＮＰＯ法人とし
て、館長会と連携し多摩地域
で共同保存を実現するための
協力を惜しみません。
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いと存じます。
下記のとおり「ＮＰＯ共同
保存図書館・多摩」の総会の
開催を予定しておりますが、
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埼玉県域の資料保存の

「埼玉版ＩＳＢＮ総合目録」
は、もともとそれぞれの図書
についている書誌番号である
ＩＳＢＮコードを入力すると、
瞬時に所蔵館が検索でき、検
索ボタンを切り替えることで
県内ほぼ全部の図書館所蔵結
果を表示することができます。
このＩＳＢＮ目録を作成する
際のデータを活用し、県内で
一冊しかない資料の抽出を行

といいのですが、現時点では
それはとても難しい状況にあ
ります。そこで早急に今でき
るところから実施したいと考
えました。
埼玉県では資料情報の共有
化の一つとして「埼玉版ＩＳ
ＢＮ総合目録」を作成してい
ます。

成 ）年度から研究テーマと
し、０４（平成 ）年度には
埼玉県内の公立図書館に単館
資料保存に関するアンケート

け入れした資料の約半分以上
の量を除籍している計算にな
ります。この除籍のなかに
は希少または貴重な資料もあ
るはずです。
「埼玉版ＩＳＢＮ総合目録」
を軌道にのせた、ネットワー
ク専門委員会（埼玉県公共図
書館の研鑽のための委員会）
では、この抽出した単館所蔵
資料の保存について０３（平

データを利用して除籍をせず
に保存する方法となりました。
経緯をお話します。
２００７年３月現在の、埼
玉県内の雑誌・視聴覚資料を
除く資料所蔵状況は、全県で
約２２００万冊です。
その内、
年間新規受け入れ冊数が
万冊、除籍は 万冊です。受

希少資料とは、地域資料及び
雑誌を除いた一般図書及び児
童図書のうち、加入館におい
て一館のみが所蔵し、その所

を作成し、０６年６月、埼玉
県図書館協会からの承認を得
ました。
また実施に向けた
「埼
玉県公共図書館等における資
料保存実施要領」
も承認を得、
委員会は０７年６月解散しま
した。
概要をお話します。
「埼玉県公共図書館等におけ
る資料保存に関する協定」第
２条では「この協定において

調査を行いました。
その結果、
館中 館（全体の約９割）
から必要性ありという回答を
得ました。
そこで、０５年７月資料保
存検討委員会を設置し、０６
（平成 ）年度の運用をめざ
し「埼玉県公共図書館におけ
る資料保存に関する協定」案

７４
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試みについて
川越市立中央図書館
鳥海睦美
図書館の相互貸借は利用者
の多種多様な要求に応えるた

い、それを資料保存に活用す
る方法を考えました。相互貸
借利用のため現場でできるこ
とから実施し、この単館所蔵

５４
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めに欠かせないものです。
日々の相互貸借の現場では、
以前利用者に提供できた資料
もできなくなったり、あるい
は県外から郵送料等を使って
提供することになります。し
かし書庫スペースが膨大にあ
るわけではありません。除籍
せざるをえない状況に追い込
まれている図書館もあります。
この状況を解決するには本
来なら、市町村立図書館で不
要になった資料は県立図書館
で保存するという機能がある

１５
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このようなことをふまえて
協定を実施するための、「埼玉
県公共図書館等における資料
保存実施要領」を０７年１月

Ｎがない資料とは地域資料お
よびＩＳＢＮ普及以前の資料
と考えられます。ＩＳＢＮ付
与資料約１００万タイトルの
うち、単館所蔵タイトルは約
万タイトルです。これは全
県の所蔵約２２００万冊の１
パーセントに当たる数字にな
ります。第３条は単館所蔵デ
ータの確認方法を、第４条は
保存方法を定義しています。

蔵冊数が一冊のみの資料（当
分の間、ＩＳＢＮが付されて
いない資料は除く）とする」
と対象資料を定義しています。
このＩＳＢＮの付与状況です
が、県内公共図書館の所蔵資
料のうち、
約６割、
１２９４．
６万冊、約１００万タイトル
です。残りの約４割のＩＳＢ

ん。その資料は１９８０年代
以前の資料であり、古いとい
うだけで除籍の対象となりや
すいだけに心配です。

「著しい汚破損等により利用
に供することができない場
合」という責任保存から除外
していい場合を、具体的に示
し、
「保存の調整」をはかりま
した。
課題はたくさんあります。
① 対象外資料
ＩＳＢＮが付与されていな
い約４割の資料については対
策をとることがまだできませ

から運用中です。この事業の
事務局は図書館協力担当者会
事務局である埼玉県立熊谷図
書館に置かれています。協定
では責任を持って保存すると
謳っているので、各館からど
んな資料でも除籍してはいけ
ないのかという懸念がありま
した。そこでこの要領の中で

あります。
④ 県内の資料保存体制
そして、これが一番の課題
です。保存図書館あるいは共

わけではないので、各図書館
が今後無理なくこの作業がで
きるように、各システム会社
に引き続き要望をしていきた
いと考えています。
③ ＩＳＢＮの問題
ＩＳＢＮコード自体にも実
は問題があります。出版社の
付与の誤りや旅行ガイドブッ
クなどの年度版に同一のＩＳ
ＢＮを付与したりする事例が

② システム
図書館システム会社が全て
このシステムを採用している

るものは県内で解決できるよ
う、保存体制、協力体制をこ
れからも構築していきたいと
考えます。

は資料を保存するということ
ではありますが、これは住民
の多様な要求を充足させる使
命を実現したいという共通の
課題のうえに成り立っている
ものです。県内でできるだけ
効率よく資料保存をしていれ
ば、必要としている人に必要
な資料を無理なく提供するこ
とができます。
できる限り県内で解決でき

同保存庫の問題です。いくら
総蔵書の１パーセントと言っ
ても 万冊です。各館で責任
を持ってと言っても書庫スペ
ースがないのが現状です。こ
れを打破するためにも保存セ
ンター機能を持った県立図
書館の実現を強く希望します。
最後に、今回の協定の目的
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文科省地域共同研究支援

「長野県における図書の除
籍実態と円滑な資料提供シ
ステムの構想」研究に参加
して
中川恭一

経験年数の少ない勤務実態、
保存スペースの限界などの諸
問題が表面化してきている。
これら「除籍」に関する問題

クトを企画され、篠原先生が
標記の地域共同研究の座長を
務めておられます。 年度を
初年度とする３年計画で成果
をまとめられるとのこと。
「長野県における図書の除
籍実態と円滑な資料提供シス
テムの構想」は、蔵書の適正
管理と魅力ある資料群の形成
のための除籍処理は、実態が
見えにくく、司書率の低下や

ま今回のお話を受けさせてい
ただきました。
さて、そもそもなぜ「松本」
なのか？〈地域の問題を掘り
起こして大学との共同研究を
実現する〉プロジェクトが、
文部科学省と全国の大学との
共同歩調で進められており、
松本大学では９本のプロジェ

れています。
１ 調査：県内公立図書館へ
のアンケート（後述）と実態
の分かりにくい館や除籍数の

○共同研究の内容
研究は次の３段階を準備さ

図るという共同研究を企画さ
れた、とのことです。共同研
究者として図書館問題研究会
長野支部（代表：井上喜久美
氏 下諏訪町立図書館）が昨
年９月に参加を表明されたそ
うで、私の行った９日にも大
勢が参加されていました。

は、自治体固有の問題である
とともに、求められる資料の
迅速な提供のためには全県的
な課題として処理されるべき
である。そこで、長野県内の
図書館の実態を把握し、望ま
しい蔵書構築のあり方を促し、
図書館間の相互協力・資源共
有システムの形成への展望を

査研究を通して除籍問題の理
解がすすむことを期待してい
ます。研究成果は報告書とし
て刊行され、調査結果以外に
政策提言も行う予定です。
という大がかりな設定のとっ
かかりに、多摩地域の除籍実
態や「多摩デポ」
、館長協議会
の状況を知ることからスター
トしようとなり、
「多摩デポ」
に講師依頼があり、私が伺っ

多い館への再調査
２ 学習と問題の共有：除籍
問題の連続講座の実施
３ 分析と検討：問題点を明
らかにし対策を考える
共同研究者は、
現場の司書、
大学で図書館学を教える講師、
図書館勤務経験者、市民など
約 人で構成されており、調
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○はじめに
「多摩デポ」の成り立ちと
都立図書館の除籍問題、市町
村立図書館長協議会の動きを
まとめてお話しさせていただ
く機会に恵まれましたので報
告したいと思います。
長野県松本市にある松本大
学図書館長で商学科准教授の
篠原由美子先生から内容を伺
ったのが２月下旬。実際にお
話しさせていただいたのが３
月９日 日( で)した。実は、昨
年 月末にも武蔵野大学（西
東京市）で司書講習の授業の
一コマを同じ内容で受け持っ
た経験があり、資料もそのま
１１

○多摩地域と長野県
私は、
「多摩デポ」の経過と

たのです。

４０
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れば、年間の除籍数が購入冊
数を上回っているのは、上田
市、岡谷市、伊那市、池田町
です。長野市、松本市も年間

お話ししました。当日は、図
問研長野支部会員 名、会員
外 名の 名の方が参加さ
れました。
前夜から松本入りして篠原
先生から概要を伺い、
午後は、
共同研究のメンバーに県内の
実態などを聞かせていただき
ました。
長野県立図書館が集約した
県内公立図書館のデータによ

都立図書館、館長協議会の動
き、そして市長会の補助金事
業に関連して行われた調査結
果をもとに、多摩地域の除籍
実態をお伝えしました。ＮＰ
Ｏ運動については、津野海太
郎理事と田中ヒロ理事による
出版ニュースの記事などを中
心に、私たちの目指すものを

月前に利用した資料がその年
度の除籍で抹消され、利用者
に問い詰められ返答に窮した
という報告も耳にしました。

すが、若い女性司書が熱心に
参加されていました）
、
書庫は
雑誌が横積みに近い状態で、
かなり深刻ということでした。
また、Ｘ市では大量に除籍す
れば購入費がつくという上意
下達に現場の嘱託司書（正規
職員は一般職）が必死に抵抗
しているという暴露話も飛び
出し、根の深さも実感しまし
た。よくある話ですが、数ヶ

２万５千冊以上を除籍してい
ます。県内全体では０６年度
の実績として、購入 万冊に
対し、除籍 万冊でした。長
野県立には滋賀県立のような
保存体制はないのか尋ねたと
ころ（こういう機会には通常
は県立図書館の方はおいでに
ならないことが多いと思いま

データベースについて（長野
県内の横断検索は間もなく実
現する見込みとのこと）⑤永
年保存対象 ⑥除籍後の寄

○共同研究のアンケート
篠原チームが考案したアン
ケートはこのようなものです。
①除籍の頻度 ②除籍を決
定する「人」は誰か ③対象
資料 ④除籍判断の際の書誌

理屈です。多摩地域とは規模
の違いこそあれ、「除籍」
と
「保
存」のテーマはエンドレスな
ものだと痛感しました。

通常、貸出中の資料は、蔵
書の ～ ％ですから、書
架収容率１２５％までは、開
館し続ける限り書架からあふ
れない計算にもなります。し
かし館外に貸し出すことであ
ふれさせないというのは大変
な問題ですので、バックヤー
ドがなければ保障にならない

送付され、集計されます。
篠 原 先 生 は 、 翌 日に は 青
森・岩手・福島県立の状況を
視察されるとお聞きし、慌た
だしいスケジュールの中、今
後の共同研究の進め方を打ち
合わせされていました。
今後はアンケートの集計と
再調査へ進み、研究成果をま
とめられるものと思います。
多摩地域の事例が参考にな

贈・保管転換 自治体外への
寄贈 ⑦リサイクルの実態
⑧除籍手順・具体的な処理
⑨除籍基準 ⑩書庫収容能力
と所蔵数のほか、保存の具体
的対策・施策など。全 問、
８ページにわたります。
これらは長野県内全市町村
宛と全都道府県立図書館宛に
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１１

26

るのであれば、またご協力で
きる人材をご紹介しますと申
し添えました。
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平成 年度多摩地域公立
図書館大会７００人を超す
参加者を集め、盛会で終了

都立除籍図書１月整理作業
「多摩デポ」も参加し終了

◇以下、会員の関わる多摩の
イベントから、情報を二つ◆

小平図書館友の会
チャリティ古本市のご案内

る袋は各自お持ち下さい。
本の寄付にご協力いただく
場合は５月２０日（火）から
２３日（金）の午前１０時～
午後４時に、会場となる中央
公民館ギャラリーにお持ち下
さい。
よろしくお願いします。
主催：小平図書館友の会
問合せ：伊藤

０９０―１７０７―０８６０

市民が、資料室・図書館を
立ち上げるには！

～「ず・ぼん」編集部の

沢辺均さんを囲んで～
日時：４月１３日（日）
時 分～ 時 分
会場：一橋大学国立西キャン

３０

０４２―５４０―１６６３

パス職員集会所
資料代：５００円
主催・問合せ先：市民活動資
料・情報センターをつく
る会

１６

恒例のチャリティ古本市は
回目となりました。今年も
たくさん本を用意して皆さん
をお待ちします。売上純益は
図書館の備品等を購入し、寄
贈しています。古本市に出す
ための読み終わった本のご寄
付も受け付けています。
○日時
５月２４日（土）
午前１０時～午後５時
２５日（日）
午前１０時～午後３時
○場所
小平市中央公民館ギャラリー
（西武多摩湖線青梅街道駅か

３０

１０

ら徒歩５分／中央図書館隣）
お願い：購入された本を入れ

１３

去る１月 日と 日、都
立図書館除籍資料＝館長協議
会保管資料の二回目の仕分け
作業が武蔵野市図書交流セン
ターでありました。今回は４
～６類の未重複本・複本・一
冊本の箱詰め、そして３類の
箱開け、短冊挟み込み、複本
０冊本への保存シール貼付作
業です。（参加したことのない
人にはわからない説明ですが、
じりじりとすすんでいます。
）
参加人数は 日が、職員
人、
「多摩デポ」ボランティア
５人、 日が職員 人、ボ
ランティア４人でした。
廃校校舎を市民から寄付さ
れた図書を整理し生かす「図
書交流センター」にリフォー
ムしている武蔵野市。この施
設のあり方自体が魅力的です。

３２

２３

１８

１０

１０

２月５、６、７、 日の四
日間で行われました。従来は
都立図書館が音頭をとり全都
的に行われた職員研究大会が
あり、貴重な職員研修の場で
したが、成り立たなくなる中
で、市町村立図書館長協議会
（多摩地域の館長会）が市民
も参加できる自主事業として
打ち出し、今回が二回目。
全国に類を見ない、地域的
な公立図書館大会です。職員
３６７人、
一般参加２５６人。
職員には区立、都立、他県か
らの数十人も含まれます。市
民は特に障害者サービス分科
会で朗読ボランティアの参加
が目立ちました。
「多摩デポ」
呼びかけ人でもある辻由美さ
んの基調講演が好評でした。

２３

２０

１９
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