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(29)図書館司書専門講座

講義レジュメ 

   講  師 嶋田 学

内容・テーマ

図書館を核としたまちづくり 期  日 ６月１９日(月) 

０．本日のねらい 

「図書館を核としたまちづくり」というアプローチについて、まちづくりとは何かを考える視点を分

析し、その核となる図書館のあり方を検討する。 

Ｗ１．最初のワーク 

自己紹介～４つのコーナー～「こんなわたしです」（書く時間：5分 話す時間：2分×5人）(15分) 

Ｌ１．「まちづくり」とは 

 最初のワークで「所属図書館のまちづくり貢献度」について自己評価するとき、みなさんはどのよう

な観点で採点しましたか？  

Ｌ１-１ 分析 まちづくりとは？～生活者と地域～ 

Ｌ１-１-１ 生活、あるいは生きるということの主体性 

◎第一義的な図書館の使命

  まちづくりの核となる図書館を成立させるには、まずは１人ひとりの個々人が、健康で文化的な生 

活者として主体的に生きることを支えなければならない。それが図書館使命の第一歩である。 

・主体的な生き方

名前・所属＆好きな食べ物 所属するまちの特色 

所属図書館のまちづくり貢献度 

  /１０ 

０ １０  

所属するまちをこうしたい 
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良いことも悪いことも客観的に捉えて、善後策を検討し、方向性を正すなど、自分自身の思考の 

整理や感情の制御が出来る精神活動 

 ・非主体的な生き方とは？ 

   計画的な生活を営まない。望ましいあり方ということを志向しない。社会状況に流されるように 

生きる態度。 

 ・相対的な思考法、俯瞰的な社会の見方 

   自分のおかれた状況を、絶対的な状況として捉えるのではなく、他の様々な状況を観察し、その 

事実と自分の状況を客観的に見る思考。  

 → ものごと・できごとは、見かたによって心理状況も行動も変わってくる… 

    例）コップの水が…「半分しかない」or「半分もある」 

 → 客観的な認識をするための情報が必要 → 図書館が個人の自立にとって重要な理由 

【事例紹介】 

2005年 2月 滋賀県東近江市立図書館   

  ◎市町村合併後の新しいまちをどう育てるか  → 「内発的発展」の模索 

  ◎高齢化が進む中、地域でどう支えるか    →「団塊世代」の地域での生き方 

 

Ｌ１-１-２ 分析 地域を知るために 

 ◎客観的事実としての行政統計 

産業種別就業人口 産業種別事業所 年齢別人口 外国人登録者数 

 ◎地域の自然と文化、歴史を知るための郷土資料 

   災害史 天然資源分布 祭事 生活文化 

 ◎地域特性として現れる分類別貸出統計 

   工場地 住宅地 市街地 ビジネス街 

 

Ｌ１-２ 検討 まちづくりとは 

  まちづくり → まちをつくる  

まちとは？  ＝ 人間社会の諸活動がなされる地理的枠組み 

まちづくりとは？ ＝ 人間社会の諸活動がよりよく行われるよう、継続的に環境を維持し、改 

善を試み、問題解決を通して持続的な発展を目指す営為の連続。 

まちづくり ≒ 政策 

  ◎政策とは？  

   社会の中で様々な問題を発見し、それを解決に導くまでの一連のプロセスを体系的に定めたもの  
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◎政策が形成されるプロセス 

     ①問題の発見(理想型及びその不一致の発見)  

           瀬戸内市には、都市規模に見合った図書館がない。 

②問題の背景にある原因と課題の発見 

            瀬戸内市では、図書館が市民の自主的主体的な学習を支えるための重要施設であるという 

教育施策への理解が十分でなかったため、図書館の政策優位性は極めて低い。 

     ③原因と課題への働きかけ「施策」の構想 

       図書館整備のため、全庁的なプロジェクトチームを発足し、「図書館整備基本構想」を策 

定することとした。 

     ④「施策」を「事業」として具体化して実施 

          基本構想に続く整備計画づくりや実質的な図書館活動の充実と施設整備を進めるため、 

 館長候補者を全国公募することとした。 → 新図書館整備事業の立ち上げ 

⑤「事業」の効果を測定・評価 → 新たな問題 

着任した館長候補者を図書館準備室長として配属し、「新図書館整備基本計画」の策定プロ 

セスおよび、現在の図書館サービスの改善、新たな図書館サービスの企画、実施等の事業 

を評価。 

→ 人員の不足、図書館の規模をめぐる価値の不一致、他の新規事業との計画工程の調整、 

  財源問題 

◎政策の階層 

   ・市長部局ベース 

     財政計画における図書館の位置づけ 

   ・教育委員会ベース 

     教育施策における図書館の位置づけ 

   ・図書館ベース 

①計画策定   ②サービス改善と新規企画   ③外部資源の調達 

◎政策課題ごとの対応 

図書館の規模をめぐる価値の不一致 

・政策レベル → 図書館の価値の理解の醸成 

・施策レベル → 市民意見のとりまとめと理解の醸成 →  議会説明資料の具体化 

・事業レベル  →  市民ワークショップ、移動図書館巡回による図書館サービスの可視化、 

    議会委員会での説明 
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◎財源問題

・政策レベル → 新市建設計画の位置づけ

・施策レベル → 起債、交付金、補助金確認

・事業レベル → 助成金を活用した図書館啓発事業、寄付金による移動図書館事業

Ｌ２．「まちづくり」は、何を目指すのか？ 

まちづくりを進める中で、目指すものは地域それぞれに多様で千差万別です。図書館がそのまちづく

りを支える上での「核」を目指すには、まちづくりが目指すものの「諸相」について理解しておく必

要があるでしょう。 

Ｌ２-１ 分析 まちづくりの目標 

◎まちづくりの中身

・自治体の一般行政活動や教育行政活動

・企業活動

・地縁的住民活動（町内会等）

・政策共同体的活動（ＮＰＯ等）

・個人の家庭生活や地域活動、就労、ボランティア活動

◎誰のためのまちづくり？

経済活動に目を向ければ、生産率が上昇することや雇用が増加することが活発になったと評価で 

きるが、自然環境の保全活動に目を向ければ、経済活動の活発化が、森林の減少というトレード 

オフを生むかもしれないし、農業振興という観点からは、農地や生産者が減少したという結果を

招来させるかも知れない。 

Ｌ２-２ 検討 まちづくり活動の支援対象とは？ 

◎個人を支援する

→ 暮らしと仕事の展望と課題への支援

◎地域社会を支援する

→ 市民、ＮＰＯ、自治会などの課題解決支援

◎地域経済を支援する

→ 地元企業の産業関連資料、情報支援、起業関連情報の提供 関連機関との連携
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Ｗ２．ワーク 「核」の中身を考える（議論：10分 発表：2分×10グループ）(30分) 

グループごとに、図書館がまちづくりの「核」（拠りどころ）となり得る、性質、サービス内 

容、効果について意見交換し、発表してください。出た意見を紹介して頂くということで結構で 

す。 

休   憩 （１５分） 

Ｌ３．図書館が担うまちづくりの「核」≒「中心」とは 

Ｌ３-１ 分析 まちづくりの核に求められる性質（核≠資源・素材とは峻別する） 

◎公的であること（official）

◎すべての人びとに関係する共通性を有する（common）

◎誰に対しても開かれている（open）

Ｌ３-２ 検討 まちづくりの核となる図書館に求められるもの 

◎人が集まり議論の出来る施設、設備があること

◎議論を生産的なものにさせるための資料、情報があること

◎資料、情報を選択、収集、組織化、提供、保存する専門家がいること

◎地域に点在する、非刊行資料や告知媒体など網羅的に収集、提供できること

◎上記の資源を活かして、地域の課題を可視化したり、共有するための事業を企画し、各課題の関係

者だけでなく、そられに関心のある市民の学習や活動を促すことができること。

Ｗ３．ワーク 「まちづくりの核となる図書館」像を描いてみましょう 

各グループで、「まちづくりの核となる図書館」のイメージを語り合い、そのために図書館、図書館

員が何をすべきかグループごとに整理してください。Ｗ３での議論も踏まえつつ、概ね以下のような

柱立てを参考に考えを模造紙に分かりやすく整理して発表してください。 

①まちづくりの核となるために図書館がすべきことは？

②まちづくりの核となる図書館のために図書館員が心がけるべきことは？

③まちづくりの核となる図書館にするために協力連携すべき相手は？

※（議論：30分 発表：30分 各 3分×10グループ）(60分) 

Ｌ４．まちづくりの核となる図書館のために 

①できるだけ多様な興味関心に答える資料提供。

・テーマ別コーナー展示(「集団的自衛権」「ＴＰＰ」「原発再稼働」)※ブックリスト＆Web
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・文学に頼らない選書

・表紙見せ、キャッチーな見出し語。

・住民の探索行動を想定した配架の工夫

・パフォーマンスを含めた多様な情報発信・提供

②地域がかかえる課題について住民が関心を寄せたり、解決のヒントとなるような情報提供をする。 

・当該課題に関する専門家を呼んで講演会やセミナーを開催する。

→児童サービスでは既存の施策。 ☆地域課題に応用してみる☆

③地域住民が自慢にしていること、あるいは広く社会に売り出したい事を情報発信する。

・観光、商工、農政など関連部局とタイアップして展示会、実演会、フェスティバルなどを実施。 

→事前事後を Webで広報。パブリシティも活用する。

☆図書館の集客力、図書館でやる「意外性」をうまく利用する。(図書館イメージの裏切り)

④他の行政部門への接近

→横断的な会議への参加(各種情報提供)

庁内 LANでの情報提供(web情報の選択的提供)

⑤住民組織、NPOなどの会合への参加・交流

→関心テーマの情報提供、「場」の提供。

⑥図書館事業の企画・運営を実行委員会形式とし、住民に参画してもらう。

→外部の思考の調達＆当事者性の醸成

⑦講演会、講座、シンポジウムを図書館がやる意義

“読書”・・・「個」としての営み 「人と本の出会い」  

“主題関連事業”・・・「個」と「個」が共通項で出会う「人と人との出会い」 

→「気づき」の共有化と相互学習

「地域づくり」の資源は「人（ひと）」→ 暮らしやまちの「課題」に関心のある人同志の

ネットワークを図書館がコーディネート出来る
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【資料】地域づくりに役立つ図書館と連携（嶋田学 2006年） 

【資料】地域づくりに役立つ図書館の発展モデル（嶋田学 2006年） 
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