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公共図書館のガバナンスを考える 
―指定管理者制度導入によるサービスの質の変化―

大山研究会
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Ⅰ　序　論

1　はじめに

近年我が国の行政機関は、景気の低迷や少子高齢化等様々な要因により危機的

な財政状態にあるため行政改革を行う動きがみられ、NPMといった民間の力を

活用しようとするものが目立っている。NPMとは民間経営の手法や市場原理を

行政に取り入れることであり、その目的は行政組織の効果的・効率的な運営を主

とする。その一環として外部委託を導入する自治体が増えている。私たちはその

中でも指定管理者制度に注目した。指定管理者制度は民間の力を借り、民間が得

意な分野で今まで培ったノウハウを活かし、より質の高いサービスの提供をする
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ことを目的としている。

しかしながら一部の分野においては民間への委託が適さず、サービスの質の低

下につながるのではないか等、様々な批判がある。その例として図書館の指定管

理者制度が挙げられる。

こうした問題意識の下で私たちは、「市町村において図書館の指定管理者制度

導入は図書館サービスの質の低下につながるのではないか」というリサーチクエ

スチョンを立てた。

図書館の指定管理者制度に関する数ある先行研究においては、満足度調査を行

うなどの主観的な調査を行うにとどまっていた。しかし、統計分析による調査は

今までなされてこなかったことから、本研究では総務省の「公の施設の指定管理

者制度の導入状況に関する調査結果」1）の市区町村の個票から、指定管理者制度

を導入している図書館を抜き出し、『日本の図書館―統計と名簿』2）からデータ

を抽出して統計分析を行うことで、図書館における指定管理者制度の現状を解明

することを第一の目的とした。またリサーチクエスチョンを検証し、調査結果の

要因を解明することを副次的な目標にし、重回帰分析を行い要因の解明を行った。

そして、指定管理者制度をかつて導入していたが指定管理者制度をやめ再直営

した図書館を取り上げ、その図書館について個々に考察を行った。

また、今まで図書館サービスの質の指標については様々な手法で議論がなされ

てきたが、良い成果はみられなかった。しかし本研究においては、重回帰分析を

行うための従属変数を 1つに揃えるため、「貸出密度」を唯一の図書館サービス

の質として設定した。

2　先行研究

（ 1） 図書館における指定管理者制度の現状

ここでは、近年の公立図書館における指定管理者制度導入の現状と、その特徴

的な事例について分析を行った「公立図書館における指定管理者制度導入の現状
―昨年度からの変化と事業者に関する特徴」3）について紹介する。

桑原芳哉氏は、2014年度に指定管理者制度導入の実態についての調査を実施し

た。そして、 1年経過した2015年度に再び調査を行い、それによって全国的な傾

向を明らかにした。その際、指定管理者となっている事業者にも着目し、その特

徴的な事例について分析することも試みた。

全体的な調査結果について説明したい。桑原氏が行った調査によれば、2015年
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度には214自治体、528館が指定管理者制度を導入していることが明らかとなった。

2014年度と比較すると、2015年度に新たに導入した自治体は22自治体、新たに管

理運営を開始した図書館は58館である。このことから桑原氏は、「 1年間の増加

数では、自治体数が20を超えるのは2010年度以来 5年ぶり、また58館という年間

の導入図書館数は、過去 4番目に多い数となり、2015年度については公立図書館

への指定管理者制度導入に関して再加速傾向にある」4）と述べている。

（ 2） サービスの質の指標に関する先行研究

ここでは、図書館の指定管理者制度におけるサービスの質の指標に設定する契

機となった、「図書館経営の評価」5）、「データでみる指定管理者図書館の現在」6）、

「公立図書館の評価指標の一考察」7）を紹介する。

まず、「図書館経営の評価」8）について説明したい。岸田和明氏は図書館運営に

は評価が必要であると説き、 1章「評価の背景と目的」、 2章「評価の方法」、 3

章「評価のための統計と指標」、 4章「評価の実際」という構成で研究結果をま

とめている。

ここで、私たちは 2章「評価の方法」に着目し、図書館の指定管理者制度にお

けるサービスの質の指標の設定を定める際に参考にした。岸田氏は、図書館には

「一般の企業における売上高や経常利益のような業績評価のための単一かつ決定

的な尺度はない」9）ため、「図書館評価を効果的におこなうためには、評価対象と

なる業務・サービスの目的・目標の明確化が欠かせない」10）と主張している。そ

して、その際に重要なことは、「いくつかのレベルで目的・目標を設定して、そ

れらを階層的に展開していく」11）ことであると述べている。

私たちは図書館におけるサービスの目的・目標の明確化を行うため、日本図書

館協会図書館政策特別委員会が1989年 1月に公表した、2004年 3月改定の「公立

図書館の任務と目標」12）から図書館の理念を見出した。「第 2章　市（区）町村立

図書館」の「 2   図書館サービス」第15条13）によるとつぎのように記されている。

　図書館サービスの基本は、住民の求める資料や情報を提供することである。

そのために、貸出、レファレンス・サービスを行うとともに、住民の資料や

情報に対する要求を喚起する働きかけを行う。住民の図書館に寄せる期待や

信頼は、要求に確実に応える日常活動の蓄積によって成り立つ。その基礎を

築くのは貸出である。
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したがって、私たちは本研究において、図書館におけるサービスの目的・目標

を「貸出数を増加させること」とした。このことから、図書館の指定管理者制度

におけるサービスの質の指標は貸出数が適切であると判断した。

次に、貸出数がサービスの質の指標となるもう 1つの根拠として、「データで

みる指定管理者図書館の現在」14）を取り上げたい。松岡要氏は、「図書館にとっ

て最も本質的な機能、役割、目的は、利用者から求められた資料を確実に提供す

ることにある」と主張し、「この資料提供のサービスは、具体的には資料の貸出

しに現れる。その量的数値は図書館評価の基礎である」と述べている15）。このこ

とからも、貸出数が図書館の指定管理者制度におけるサービスの質の指標として

ふさわしいことが推測される。

最後に、本研究で最終的な図書館の指定管理者制度におけるサービスの質の

指標となった、貸出密度について説明したい。「公立図書館の評価指標の一考

察」16）では、公立図書館の評価指標において強い関連性があると思われる貸出密

度、登録率、実質貸出密度および予約件数についての妥当性の検討を行っている。

次に検証方法について紹介する。北克一氏は、日本図書館協会刊行の『図書館ハ

ンドブック第６版』等の協会編纂刊行物を精査し、その比較対象として、大阪府

公共図書館協会研究委員会図書館評価研究グループが発表した「テーマ　大阪府

内公立図書館の目的とその評価」17）で提起している類似の指標について研究を

行った。

その際、筆者はこの研究の前提として、「公立図書館の活動評価を論じるとき

には、最も基本的な指標として論じられているのが『貸出密度』である」18）と主

張している。ここで言われている貸出密度とは、「年間図書館資料総貸出点数／

奉仕対象住民人口、で得られる数値」のことを指す。これまで述べてきたことか

ら、貸出数が図書館のサービスの指標としてふさわしいことが明らかとされたが、

貸出数のみで判断してしまうと地域ごとの人口によって公平ではない結果となっ

てしまうことが懸念されていた。しかし、人口を考慮したこの貸出密度を指標と

して用いることによって、その懸念を払拭することが可能であろう。以上のこと

から、貸出密度を本研究の図書館サービスの質を測る指標として決定した。

（ 3） 本研究の新規性について

最後に、本研究の新規性について説明したい。本研究の新規性は大きく分けて

2つ存在する。 1つ目は、統計分析を用いることによって、公立図書館における
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指定管理者制度のサービスの質の向上または低下の要因を検証したことである。

2つ目は、図書館サービスの質を貸出密度で測ることに決定し、従属変数を貸出

密度の 1つに絞ったことである。

「図書館経営の評価」19）の中でも議論されている通り、図書館には「一般の企

業における売上高や経常利益のような業績評価のための単一かつ決定的な尺

度」20）は特に存在しない。『図書館に関する事務事業評価の実態―都道府県立

図書館を中心に』21）においても、「各自治体が取り上げた事務事業や指標の設定

を把握する点に留まり」22）、サービスの質の要因についてまで踏み込むことがで

きていない。しかし、私たちは、図書館におけるサービスの目的・目標を「貸出

数を増加させること」と定めることによって、人口の格差を考慮した貸出密度を

サービスの質の指標とすることを可能にした。また、従来行われてきた主観的な

アンケート調査などではなく、統計分析によって客観的なデータに基づいた図書

館のサービスの質について数値的に証明することを可能にした。したがって、本

研究を行うことは、今後、指定管理者制度を導入することを検討している全国の

公立図書館の判断材料になるとともに、既に指定管理者制度を導入している全国

の公立図書館において再検討の機会を与えるであろう。

Ⅱ　本　論

1　リサーチクエスチョン①

私たちは、貸出密度をサービスの質と定義する。貸出密度とは、図書館統計を

用いて算出する公共図書館活動に関する計量的な指標の 1つで、ある期間におけ

る貸出延べ冊数をサービス人口で割った値であり、この場合、サービス人口とし

ては登録者数を用いる。すなわち、登録者数 1人あたりの貸出延べ冊数である。

貸出冊数は、 1回あたりの貸出可能冊数の影響を受けて決まるものであり、指

定管理者制度の導入は関係ない、という批判も想定される。しかし、 1回あたり

の貸出冊数が指定管理者制度の導入前後で変わっていたとしても、それが減少し

たこと自体が質の減少であるとも考えられることから、当該ケースについては考

慮外とすることにした。

ここで 1つ目に「図書館における指定管理者制度の導入によって、サービスの

質はどう変化するか」というリサーチクエスチョンを設定した。
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（ 1） 仮説①

　リサーチクエスチョン

①図書館における指定管理者制度の導入によってサービスの質はどう変化する

か。

このリサーチクエスチョンに対して、私たちは

Ⅰ．指定管理者制度を導入すると、貸出密度が下がる。

という仮説を設定した。

上で述べたように、指定管理者制度の導入によってサービスの質が上がるか否

かについては、意見が分かれている。私たちは「データでみる指定管理者図書館

の現在」において、松岡氏が述べている意見23）に賛成である。

私たちが指定管理者制度導入により、サービスの質は下がると仮説を設定した

理由は、TSUTAYA図書館が指定管理者制度を導入した図書館として注目を集め

たが、その後様々な問題が浮上し、新聞、雑誌などで大きく報道され、図書館に

おける指定管理者制度導入の是非が問われることとなったからである。

（ 2） 統計分析（T検定）

（a） 使用データ

本研究で使用したデータは、全て『日本の図書館―統計と名簿』24）に記載さ

れたものである。指定管理者制度導入前のものについては、委託開始年度に差異

が存在するため、2009年から2014年のデータを同制度の開始年度の前年に合わせ

て抽出した。導入後のものについては、2015年のデータを抽出した。なお分析に

あたって、都道府県立、政令指定都市立、東京23区立の図書館のほか、山梨県韮

崎市立、大阪府和泉市立の図書館については外れ値となるため、分析結果に悪影

響をおよぼすことから、分析から除外することとした。

（b） 検証方法

まずリサーチクエスチョン①については、委託前の貸出密度と委託後の貸出密

度との平均値を算出し比較を行う。同一のサンプルを用いて 2時点間の平均値を

比較するため、ここでは「対応のあるサンプルの T検定」を用いることとする。

（c） 検証結果

リサーチクエスチョン①の分析結果を示す。
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表 2より、相関係数は0.874、有意確率は0.000であるから、両サンプルの間に

は強い正の相関関係が存在しているといえる。したがって、本サンプルは「対応

のあるサンプルの T検定」に適したものである。

表 3より、委託後の貸出密度と委託前の貸出密度の平均値を比較すると、委託

後の密度が約1.1％低下している。指定管理者制度の導入により、貸出密度は若

干ではあるが低下しているといえる。

（ 3） 考察

T検定の結果、リサーチクエスチョン①「指定管理者制度を導入すると、貸出

密度が下がる」においては、仮説通りの結果が出た。主な要因としては、「登録

者あたりの資料費」が指定管理者制度導入後に減少していることが挙げられる。

また、統計上有意に出なかったが、導入前の議論25）をはじめとした先行研究

において指摘されるように、「職員の質的低下」に関しても、少なからず影響力

があるだろう。つまり、人件費削減のために、非正規職員の割合を増やすことに

よる専門性や経験値の低下や、過度な経費削減による労働条件の悪化も要因の 1

つではないかと考えられる。

表 1　対応サンプルの統計量

平均値 度数 標準偏差 平均値の標準誤差

ペア 1 委託後貸出密度 12.74977392 146 9.446108993 .7817655427

委託前貸出密度 13.85425476 146 11.312302343 .9362128033

表 2　対応サンプルの相関係数

度数 相関係数 有意確率

ペア 1 委託後貸出密度 & 

委託前貸出密度
146 .874 .000

表 3　対応サンプルの検定

対応サンプルの差

t値 自由度
有意
確率
（両側）平均値 標準偏差

平均値の
標準誤差

差の95％信頼区間

下限 上限

ペア1 委託後貸出
密度－委託
前貸出密度

－1.10448085 5.510305353 .4560361158－2.00581779－.203143907－2.422 145 .017
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2　リサーチクエスチョン②

私たちが設定する 2つ目のリサーチクエスチョンは、「いかなる要因が図書館

のサービスの質に影響を与えるのだろうか」ということだ。

当該リサーチクエスチョンを設定した目的は、 1つ目のリサーチクエスチョン

の結論を受けて、さらなる議論の発展を促すためである。 1つ目に挙げたリサー

チクエスチョンにおいて、指定管理者制度の導入により図書館の質が上昇すると

いう結論が導きだされた場合、いかなる要因がサービスの質の向上に影響を与え

ているのかを明らかにすることで、全国の公立図書館にとって、本研究が、指定

管理者制度の導入に向けた一助となるのではないかと考えたからである。

本検証においては、日本図書館協会が編纂を行ってきた『日本の図書館―統

計と名簿』26）の中から、委託前年度と委託次年度のデータを比較し、登録者あた

り資料費増加率、職員数増加率、正規職員数増加率、文献複写枚数増加率、蔵書

増加率、休館日増加率、開館時間増加率、委託先の機関数、委託先の請負経験数

を算定する。従来とは異なり、全国の図書館のデータと、年間図書資料総貸出点

数／奉仕対象住民人口で得られる数値である貸出密度を用いて統計分析を行うこ

ととする。

（ 1） 仮説②Ⅰ～Ⅸ

「図書館に関する事務事業評価の実態」27）においては市区町村を含む地方自治

体全般についての実態を把握することができなかった点を課題に挙げており、各

図書館における統一の資料を使用する必要性があると考えた。『日本の図書館』28）

に全国の地方自治体に存在する図書館の統一データが掲載されていたことから、

本論文ではこれらのデータを使用し、指定管理者制度を導入している全国の図書

館の実態を把握する。

（a） 仮説Ⅰ、Ⅱ

Ⅰ．登録者 1人あたりの資料費増加率が下がるほど、図書館サービスの質は低下

する。

Ⅱ．蔵書数増加率が下がるほど、図書館サービスの質は低下する。

図書館では様々なテーマやジャンルにおいて資料をより多く提供することや、

全ての住民が求める資料を提供できるようにすることなどが求められている。図

書館が求められている役割を果たすためには、その基本となる資料がきちんと
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揃っていることが重要であり、図書館サービスの質にも関係すると考えた。そこ

で各図書館に利用者のニーズを満たすことのできるだけの資料が整っているか、

さらにそれが図書館サービスの質と関係しているかを調べるために、先に述べた

2つの仮説を立てた。

（b） 仮説Ⅲ、Ⅳ

Ⅲ．図書館職員数の増加率が低くなればなるほど、図書館サービスの質が低下す

る。

指定管理者制度導入後、職員数が減少していたならば、より地域住民に沿った

サービスが提供できない可能性が高まるのではないだろうかと考え、この仮説を

設定することとした。

Ⅳ．図書館正規職員数の増加率が低くなればなるほど、図書館サービスの質が低

下する。

本研究においては、専門的に市民の要望に応えられると想定される正規職員の

増加率が低くなればなるほど、図書館サービスの質の低下をもたらすと想定し、

この仮説を設定することとした。

（c） 仮説Ⅴ、Ⅵ

Ⅴ．ある図書館の委託先機関数が少なければ少ないほど、その図書館のサービス

の質は低下する。

上記の仮説を立てるにあたって、経済学の比較優位の考え方からもインスピ

レーションを受けた。比較優位とは、各国が自国の得意な財の生産に特化し自由

貿易を行えば、自国も貿易相手国も互いにより多くの財を消費できるということ

である。つまり、自由貿易下の国際分業は全体の利益を増やすという理論である。

この理論を参考に図書館業務について考えてみると、各委託先がそれぞれの得意

な業務に集中する分業の方が図書館全体の質が向上するということになる。

Ⅵ．ある図書館の委託先の請負経験数が少なければ少ないほど、その図書館の

サービスの質は低下する。

請負経験の豊富な図書館流通センターと請負経験の乏しい TSUTAYAとを比較

した結果、委託先の請負経験数が少ないほど、図書館の貸出密度も下がるとの仮

説に至った。

（d） 仮説Ⅶ、Ⅷ

Ⅶ．休館日が多いと、図書館のサービスの質は低下する。

Ⅷ．開館時間が短いと、図書館のサービスの質は低下する。
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開館時間の延長を求める声は多く、都市部・繁華街などの生活様式が夜型と

なってきている地域では特に需要がある。開館時間を増やすとなったときにいち

ばんの課題となるのが人員の問題であるが、指定管理者制度によって、これは実

現可能になるだろう。

（e） 仮説Ⅸ

Ⅸ．文献複写枚数が少ないほど、図書館のサービスの質は低下する。

レファレンスサービスの充実した図書館においては文献複写枚数が増え、その

ようにパフォーマンスの高い図書館では貸出冊数も増えると考え、逆に、コピー

機等の新しい機械設備やレファレンスサービスという新しいサービスを導入しな

い図書館では文献複写枚数が少なくなり、それに伴って貸出冊数、貸出密度も減

ると考えた。

（ 2） 統計分析（重回帰分析）

（a） 使用データ

使用データは先の統計分析（T検定）で述べたものと同様である。

RQ2では、委託前と委託後の変化に影響を与える変数を設定するため、委託前

と委託後の数値が両方存在するものは委託後の数値を委託前の数値で除したもの

を増加率として使用する。

例：委託後職員数／委託前職員数＝職員数増加率

（b） 検証方法

提示した仮説Ⅰ～Ⅸまでの検証に際し、以下の変数を設定し、回帰分析を行う。

1つの従属変数に対し、影響を及ぼす独立変数が複数想定されるため、重回帰

分析を採用する。

独立変数：文献複写枚数増加率、職員数増加率、委託先の機関数、蔵書数増加率、

開館時間増加率、休館日増加率、登録者 1人あたりの資料費増加率、

委託先の請負経験数、正職員数増加率

従属変数：貸出密度増加率

よって、Ⅰ～Ⅸは以下のように置き換えられる。

仮説Ⅰ　登録者 1人あたり資料費増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅱ　蔵書数増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。
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仮説Ⅲ　職員数増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅳ　正規職員数増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅴ　委託先の機関数増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅵ　委託先の請負経験数増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅶ　休館日増加率が増加すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅷ　開館時間増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

仮説Ⅸ　文献複写枚数増加率が減少すれば、貸出密度増加率は減少する。

（c） 検証結果

重回帰分析の結果

モデルの要約より、重回帰式における決定係数を表す調整済み R2乗が0.485で

重回帰 1　投入済み変数または除去された変数 a

モデル 投入済み変数 除去された変数 方法

1 文献複写枚数増加率、 職員数増加率、 委託先の機関数、 
蔵書数増加率、 開館時間増加率、 休館日増加率、 登録
者あたり資料費増加率、 委託先の請負経験数、 正職員
数増加率 b

強制投入法

a．従属変数：貸出密度増加率
b．要求された変数がすべて投入された。

重回帰 2　モデルの要約

モデル R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差

1 .736a .542 .485 24.366959735553800

a．予測値：（定数）、文献複写枚数増加率、職員数増加率、委託先の機関数、蔵書数増加率、開
館時間増加率、休館日増加率、登録者あたり資料費増加率、委託先の請負経験数、正職員数増
加率。

重回帰 3　分散分析 a

モデル 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

1 回帰 51262.173 9 5695.797 9.593 .000b

残差 43343.657 73 593.749

合計 94605.830 82

a．従属変数：貸出密度増加率
b．予測値：（定数）、文献複写枚数増加率、職員数増加率、委託先の機関数、蔵書数増加率、開
館時間増加率、休館日増加率、登録者あたり資料費増加率、委託先の請負経験数、正職員数増
加率。
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あり、本分析は相当の説明力を持つと言える。また分散分析より、本重回帰分析

全体の有意確率は0.000であり、非常に有意な結果である。

仮説Ⅰの検証

支持された。登録者 1人あたり資料費増加率と貸出密度増加率の間には、有意

重回帰 4　係数 a

モデル

非標準化係数
標準化
係数 t 値 有意確率

共線性の統計量

B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF

1 （定数） 73.935 85.789 .862 .392

登録者あたり
資料費増加率 .443 .055 .681 8.081 .000 .885 1.130

蔵書数増加率 －.207 .405 －.044 －.512 .610 .860 1.163
職員数増加率 －.020 .121 －.014 －.165 .870 .924 1.082
正職員数増加率 －.009 .009 －.091 －1.002 .320 .769 1.300
委託先の機関数 13.831 4.545 .251 3.043 .003 .922 1.085
委託先の
請負経験数 .086 .073 .101 1.190 .238 .869 1.151

休館日増加率 .016 .046 .030 .354 .724 .862 1.161
開館時間増加率 －.162 .725 －.019 －.224 .824 .916 1.092
文献複写枚数増
加率

.009 .055 .014 .171 .864 .903 1.107

a．従属変数：貸出密度増加率

重回帰 5　共線性の診断 a

モデル 固有値
条件
指数

分散プロパティ

（定数）
登録者あ
たり資料
費増加率

蔵書数
増加率

職員数
増加率

正職員数
増加率

委託先の
機関数

委託先
の請負
経験数

休館日
増加率

開館時間
増加率

文献複
写枚数
増加率

1 1 7.815 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
2 .765 3.196 .00 .00 .00 .00 .71 .00 .03 .00 .00 .00

3 .656 3.451 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .78 .00 .00 .01
4 .251 5.580 .00 .09 .00 .00 .01 .12 .00 .34 .00 .22
5 .216 6.020 .00 .33 .00 .00 .02 .12 .04 .23 .00 .16
6 .173 6.726 .00 .22 .00 .00 .07 .49 .01 .11 .00 .21
7 .094 9.133 .00 .22 .00 .10 .04 .21 .04 .29 .00 .32
8 .028 16.794 .00 .01 .02 .90 .09 .06 .02 .03 .01 .04
9 .003 52.047 .03 .04 .85 .00 .03 .00 .08 .00 .14 .03

10 .001 113.964 .97 .09 .12 .00 .00 .00 .00 .00 .86 .00

a．従属変数：貸出密度増加率
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な関係がみられた。

仮説Ⅱの検証

支持されなかった。蔵書数増加率と貸出密度増加率の間には、有意な関係がみ

られなかった。

仮説Ⅲの検証

支持されなかった。職員数増加率と貸出密度増加率の間には、有意な関係がみ

られなかった。

仮説Ⅳの検証

支持されなかった。正規職員数増加率と貸出密度増加率の間には、有意な関係

がみられなかった。

仮説Ⅴの検証

支持された。委託先の機関数と貸出密度増加率の間には、有意な関係がみられ

た。

仮説Ⅵの検証

支持されなかった。委託先の請負経験数と貸出密度増加率の間には、有意な関

係がみられなかった。

仮説Ⅶの検証

支持されなかった。休館日増加率と貸出密度増加率の間には、有意な関係がみ

られなかった。

仮説Ⅷの検証

支持されなかった。開館時間増加率と貸出密度増加率の間には、有意な関係が

みられなかった。

仮説Ⅸの検証

支持されなかった。文献複写枚数増加率と貸出密度増加率の間には、有意な関

係がみられなかった。

（d） 結果の考察

まず、有意な検証結果をまとめると、

・登録者 1人あたりの資料費が減少すれば、貸出密度増加率は減少する（仮説Ⅰ）。

・委託先の機関数が減少すれば、貸出密度増加率は減少する（仮説Ⅴ）。

という 2つの仮説が立証された。

前者の相関係数（ベータ）は0.681であり、登録者 1人あたりの資料費と貸出密

度増加率の間には非常に強い相関がある。
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後者の相関係数は0.251であり、委託先の機関数が貸出密度増加率に与える影

響も大きい。

したがって、資料費の増加、および委託先機関の増加は図書館サービスの質の

向上に資すると言える（上述した通り、本研究では図書館サービスの質を貸出密度増

加率で測定しているため）。

この理由として、前者は資料費増加により、資料のバリエーションが充実し、

図書館利用者は自身の目当ての本、または興味を持つ本が増えることで、貸出が

伸びるためと考えられる。

後者は多くの委託先があることで多様なサービスを実現できるとともに、委託

先同士が連携することで知識やノウハウの共有が可能になるために、サービスの

質が高まるためだと考えられる。

ここで、従属変数を変化させる独立変数の特定のみならず、有意な結果が得ら

れなかった独立変数に焦点を当てる。当初は図書館サービスの質に影響を与える

と考えて設けた独立変数はなぜ想定とは異なる結果となったのだろうか。

まず、仮説ⅠとⅡの検証結果から、資料費と貸出密度の間には有意な関係がみ

られるにもかかわらず、蔵書数と貸出密度の間には有意な関係がみられない。こ

のことから、資料費を増やしたとしても蔵書数の増加は貸出の促進への効果が希

薄なことがわかる。

つまり、本の数を増やそうとするのではなく、高価な本を買うことが貸出の促

進につながると言える。これは高価な本は購買へのハードルが高く、高価な本こ

そ図書館で借りるケースが多いためと考えられる。

次に、仮説ⅢとⅣをみていく。職員数・正規職員数は両者とも貸出密度との間

に有意な関係がみられない。当初の想定では「図書館員の倫理綱領」29）を基に職

員数、および正規職員数が図書館サービスの質に影響すると考えたが、両者の増

加は共に図書館サービスの増加には寄与しないことがわかった。これは多くの図

書館において機械化の導入が進み、図書館利用者は図書館員と接することなく、

図書館における自身の目的を達成できてしまう環境が整っているためと考えられ

る。

次に、仮説ⅤとⅥをみていく。委託先の機関数と貸出密度の間には有意な関係

がみられるのに対し、委託先の請負経験数と貸出密度の間には有意な関係がみら

れなかった。受託側では多くの図書館の運営を請け負うことで多様な知識やノウ

ハウが蓄積し、より良いサービスの提供につながると考えていたが、その傾向は
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みられないことがわかった。これは受託側の図書館運営は多くの運営を請け負っ

ているだけに、業務が機械的になっていることを示唆すると考えられる。結論と

して、図書館サービスの質の向上を志向する場合、委託側が多くの機関に委託す

ることは有効であるが、多くの図書館を受け持つ機関に委託することは有効とは

言えないことがわかる。

次に、仮説ⅦとⅧをみていく。休館日・開館時間と貸出密度の間には有意な関

係はみられない。このことから、図書館の営業時間が図書館サービスの質に影響

しないことがわかる。したがって、営業時間が長いからといって貸出が促進され

るわけではなく、図書館利用者は元々目当ての本を借りにくるケースが多いと考

えられる。

最後に仮説Ⅸをみていく。文献複写枚数と貸出密度の間に有意な関係はみられ

ない。当初は文献複写が多い図書館はコピー機等の設備が充実していると考え、

機械化導入が進む今日の図書館において、サービスの質に影響を与えると想定さ

れる独立変数のうち、設備面を代表する指標として文献複写を重回帰式に組み込

んだ。しかし、有意な関係がみられなかったため、当該ロジックは弱かったと考

えられる。

（ 3） 提言

上記の考察を踏まえ、最終的に以下の 2つの提言をしたい。

指定管理者制度を採用するにあたり、図書館サービスの質の向上を志向する場

合、

・資料費に予算を割くべき。特に高価な本を積極的に買うべき。

・委託先の機関数を増加させるべき。

Ⅲ　事例分析

1　事例分析に際して

さて、上の仮説検証において指定管理者制度の導入が、従属変数である貸出密

度にどのような影響をおよぼすか（RQ1）、どの要因が貸出密度に影響をおよぼ

すか（RQ2）、また指定管理者制度導入がそれら要因にどのような影響をおよぼ

すかを考察した。

その結果、指定管理者制度の導入が
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・貸出密度に若干のマイナスの影響をおよぼすこと

・登録者 1人あたりの図書館費、登録者 1人あたりの資料費を減少させるが、サ

ンプル内の半数以上の図書館の図書館費、資料費自体は減少させないこと

がわかった。つまり、本研究では、指定管理者制度の導入が

・サービスの質の向上に寄与しない

・コストカットにも必ずしも寄与しない

と結論づけられる。

このような結論を踏まえたうえで、この章では先行研究「公立図書館における

指定管理者制度導入の現状―昨年度からの変化と事業者に関する特徴」30）にお

いて紹介された、実際に指定管理者制度から再び直営に戻した図書館を取り上げ、

本研究に即して貸出密度が指定管理者制度の導入直前年度、指定管理者制度最終

年度、直営再開初年度でどのように推移したかを分析する。また各推移傾向から

代表的な図書館を事例として取り上げ、図書館費、資料費を含め推移を分析し、

その推移理由を考察する。以上により、指定管理者制度と直営の比較検討の一助

になると考える。

〈対象図書館〉

「公立図書館における指定管理者制度導入の現状―昨年度からの変化と事業

者に関する特徴」31）に記載されていた図書館のうち、最新の『日本の図書館―

統計と名簿』32）2014年度までで指定管理者制度の導入直前年度、指定管理者制度

最終年度、直営再開初年度それぞれのデータ収集が可能であった10館（佐賀市立

図書館東与賀館（旧東与賀町図書館）、尾道市立因島図書館、下関市立中央図書館、西

之表市立図書館を除く）。

〈使用データ〉

『日本の図書館―統計と名簿』2004年度～2014年度。

〈結果〉

本研究において、サービスの質である貸出密度は図 1のグラフのように推移し

た。このグラフより、貸出密度の推移のパターンは大きく以下の 4つに分けられ

る。

貸出密度が

①指定管理者制度の導入後減少し、直営後は増加。

②指定管理者制度の導入後減少し、直営後も減少。
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③指定管理者制度の導入後増加し、直営後も増加。

④指定管理者制度の導入後増加し、直営後は減少。

このうち、①より南魚沼市図書館、新城図書館、②より安来市立図書館、③よ

り出雲市立大社図書館、を事例として取り上げ、以下図書館費、資料費も含めた

分析と推移理由の考察を行う。なお④に関しては、図書館費データに不備がある

ため、今回個別事例としては取り上げない。

2　公立図書館の分析

（ 1）- 1 　新潟県南魚沼市図書館33）

（a） 直営に戻した理由

まず図 2のグラフについて説明していく。

私たちが質として設定した年間貸出密度については、指定管理者制度導入に

よって低下していることがわかる。そして南魚沼市直営に戻ったことで、質は V

字回復を遂げている。

図 1　貸出密度推移
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図 2　年間貸出密度推移（冊／人）
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図 3　年間貸出冊数推移（冊）
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年間貸出冊数は指定管理者導入によって増加しているが、直営に戻したことが

さらなる増加をもたらした（図 3）。

登録者数も年間貸出冊数同様増加している。年間貸出冊数よりも傾きが緩いこ

とから 1人あたりの貸出冊数が直営に戻したことで増加したと推測される（図 4）。

図 5、図 6の 2つのグラフによって登録者 1人あたりにかける費用が指定管理
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者制度においても、直営においても増大していることがわかる。直営においてコ

ストカットの面では疑問符が付くが、質の向上にはつながっているため、一定の

成果を上げているといえる。指定管理者制度下では、費用が増大しているにもか

かわらず、質が低下している。これは指定管理者制度を廃止する 1つの要因に

なったのではないかと考えられる。

（b） 直営後の結果

次に指定管理者制度による運営がなぜ直営へと変化したのかについて説明して

いく。そもそも指定管理者制度における南魚沼市図書館は、市民会館の中に設置

されていた小さな図書館であり、市民会館を含めて指定管理者制度によって管理

されていた。2014年に新図書館を JR六日町駅前の商業施設に設置するにあたり、

「学ぶ、知る、育てる、憩う、中心市街地活性化の核」という 5つのコンセプト

図 6　登録者あたりの年間費用（円）
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が示された。その中で、中心市街地の駅前商店街や同居する商業施設との連携が

考えられた。図書館運営だけでなく地域との関係を構築しながら問題点や課題解

決をスピーディーに実行していくことが必要となり、南魚沼市長の判断で直営と

して運営することとなった。「指定管理団体に問題があったということではなく、

図書館設置の目的が、図書館運営にとどまらず幅広くなったことが直営に戻した

大きなポイントです」と南魚沼市図書館係長を務める大嶋匡氏からは回答をいた

だいた。しかし少なからず、グラフから読み取れる質の低下というものも関連し

ていたのではないだろうか。

直営がもたらした成果としては、2014年 6月 1日のリニューアルオープンに

よって施設規模が大きくなったこと、旧図書館に比べ予算規模が大きくなったこ

と、予算の増大に伴い、マンガ本を含めた蔵書数が増加したこと、年間利用者数

が旧図書館の 4万人から28万人に大きく増加したことが挙げられる。南魚沼市図

書館独自の取り組みとしてはMSGカフェがある。南魚沼市立総合支援学校生徒

の学習と地域との交流、社会へ出るための訓練の場として、生徒が運営するカ

フェである。さらに Facebookページを開設するなど、より図書館を身近に感じ

てもらえるような取り組みも行っている。図書館としてのサービスだけでなく、

地域に根差した、市民の目線に立った取り組みが結果的に図書館サービスの質を

向上させているのだと考えられる。

（ 1）- 2 　愛知県新城図書館

（a） 直営に戻した理由

愛知県新城市にある新城図書館は、2006年に指定管理者制度を導入したが、

2011年に管理を直接経営に戻した。指定管理の事業者は「新城総合サービスセン

ター」に委託していた。この新城総合サービスセンターは、民間団体ではなく、

新城市が設立した任意団体である。そのため一般的に行われている民間への委託

を主とする指定管理者制度とは異なる。指定管理者制度には指定期間が設けられ

ている。新城図書館の委託先であった、新城総合サービスセンターは、新城図書

館の指定期間満了時に団体を継続しない決定に至った。委託先であった団体がな

くなったため、新城図書館ではその後の管理を民間団体に委託するか、直接経営

に戻すかという議論が行われた。議論の結果、管理を直接経営に戻すという結論

を下した。この決定に至った理由は主に 3つある。

（ⅰ）図書館サービスの安定と継続性を考慮したためである。「公立図書館は、
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乳幼児から高齢者まで、住民すべての自己教育に資するとともに、住民が情報を

入手し、芸術や文学を鑑賞し、地域文化の創造にかかわる場である」ため、安定

的に、継続的に図書館サービスが提供されることが望ましい。しかし、指定管理

者制度を導入し民間団体に委託を行うと、指定期間が設けられているため、期間

満了のたびに委託先の指定管理業者が変わる可能性がある。図書館サービスの理

念である安定と継続性を考えると、指定管理業者が頻繁に変わるのは望ましくな

い。民間団体に委託を行うより、直接経営で図書館サービスを行った方が、地域

住民が利用しやすい図書館サービスを提供できると考えたのだ。

（ⅱ）図書館職員の質を重視したためである。民間の経営ノウハウを取り入れ

ると、経費削減、とくに人件費削減が見込まれる。しかし人件費を削減すると、

職員 1人 1人の負担が増加したり、正規職員数・司書数が減る可能性があり、図

書館職員の質が低下するであろうという見解に至った。職員の質の低下は、地域

住民により良い図書館サービスを提供することに適しておらず、経費削減を行い

職員の質が低下するより、職員の質の維持・向上を優先した。

（ⅲ）機動性が増すからである。少子化にあたり、新城市教育委員会では「地

域一体となって子どもたちを育てる」という理念を掲げている。新城図書館も教

育の場の 1つとして機能しており、学校・家庭・地域と共に連携し事業を行う際

に、直接経営だと事業をすぐに展開でき、機動性がある。指定管理者制度を導入

し民間団体に委託を行うと、事業を展開する際、いったんその事業内容を市に提

出しなければならず、すぐに事業を実行することができない。直接経営だといっ

たん市に上げる、というステップを踏む必要がなく、やりたい事業をすぐ行うこ

とができる。以上の理由により、新城図書館では民間団体に委託するのではなく、

直接経営に切り替えて図書館サービスを行うことを決定した。

（b） 直営後の結果

直接経営に切り替え後、新城図書館のサービスの質は上昇している。とくに、

直接経営に戻す理由の 3つ目に挙げた、事業をすぐに展開できるという点におい

て、職員は新城図書館のサービスが向上したと実感している。来館者に新しい事

業の情報をすぐに発信でき、事業の実行、展開がスムーズにできている。他にも、

予算の執行がすぐにできるなど、直接経営だからこそできるメリットを十分に活

かすことでサービス向上につながっている。新城図書館の年間貸出密度（図 7）、

年間貸出冊数（図 8）が共に再直営後に伸びていることからも、地域住民が利用

しやすい図書館サービスを行っていることがわかる。一方、図書館費・資料費の
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図 7　年間貸出密度推移（冊／人）
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図 8　年間貸出冊数推移（冊）
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費用推移（図 9）、登録者あたりの図書館費・資料費（図10）は上昇しており、指

定管理者制度導入時より再直営後の方が、コストがかかっていることがグラフか

ら読み取れる。コストの上昇はマイナス的に捉えられがちだが、新城図書館では

方針として、経費削減より職員の質やサービスの質の維持・向上を優先している。

コストがかかっても、地域住民が利用しやすい、満足度の高い図書館サービスを

提供することを重視しているのでこのような結果になっていると考えられる。

（ 2） 島根県安来市立図書館

島根県安来市の安来市立図書館が指定管理者への図書館の委託をやめ再び直営

に戻した理由や指定管理者に図書館委託を始める前年のデータ、直営に戻す前年

のデータ、最新のデータを考察していきたい。

（a） 直営に戻した理由

安来市の2012年第52回 3月定例会において教育次長は以下のように発言してい

る。
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　図書館は教育行政の一環であり、小・中学校との連携を図りながら行政が

責任を持って主体的に行う必要があること、また図書館法により図書館サー

ビスは無料の原則があり、収益を生む公共サービスとは異なることなどの理

由により、今後も直営による管理運営が適当であると
ママ

判断に至りました34）。

また、東京都武蔵野市議の川名ゆうじ氏35）が安来市に指定管理者制度をやめ

た理由を聞いている。川名氏のブログによると安来市は図書館の指定管理につい

て事業評価を行い、図書館のハードおよびソフトについては利用者から評価され

ているとしていた。しかしながら、各年齢層に対応しているか、満足できる専門

性があるか、情報の発信源としてのノウハウが十分あるかを考えると、指定管理

では限界があるという評価を出した。

図10　登録者あたりの費用（円）
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そして、川名氏によると安来市が図書館の指定管理をやめた最も大きな要因は

職員が集まらなかったことにあると考えられる。指定管理者制度を導入するのは、

質の向上もさることながらコストカットを主な目的としている。そのため、無料

の原則がある図書館においては経営努力によって収入を増やすことができず、指

定管理団体が利益を得るためには経費を削減するしかない。その際に指定管理団

体は非正規の職員を雇うなどして人件費を削減する。安来市の場合人件費を低く

見積もっていたために、給料の高い他の働きどころに人が流れてしまい、その結

果図書館の職員が集まらなかったのである。

以上のように、図書館は教育行政の一環であり行政が責任をもち主体的に行う

必要があること、図書館サービスは無料の原則があり利益を生むことはないため、

指定管理者制度を導入し民間のノウハウを取り入れることは図書館には向いてな

いこと、指定管理者制度を導入することによって得られるサービスの質の向上が

少ないこと等の理由から、安来市は指定管理者制度をやめて直営に戻したのであ

る。

（b） 直営後の結果

まず初めに私たちが本研究において、サービスの質の指標として定めた貸出密

度の推移についてみてみる（図11）。

安来市の貸出密度は指定管理者制度導入前、導入後、再直営後と移っていくご

とに下がっている。ここからはなぜこのようになったのかの原因を考察していき

たい。

次にこの年間費用の推移を表したグラフ（図12）と登録者 1人あたりの費用の

推移を表したグラフ（図13）をみていく。

年間の費用は指定管理者制度導入前、導入後、再直営後と年々増えていってい

る。図書館費用は指定管理者制度導入時に増え幅が大きくなっており、再直営後

の増え幅は少なくなっている。資料費の増え幅はどの時期も一定の増え方をして

いる。

一方、登録者 1人あたりの費用は指定管理者制度導入時に大きく増えており、

再直営後に減っている。図書館費用においてはその特徴が顕著で指定管理者制度

導入時に大幅に増え、再直営後に大幅に減っている。

以上のことから、指定管理者制度を導入したときに考えられる貸出密度が減少

していることの原因は登録者 1人あたりの費用が増えているにもかかわらず貸出

密度が下がっているため、指定管理を行っている団体の能力が足りなかったこと、
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図11　年間貸出密度推移
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図12　年間費用推移（千円）
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図13　登録者あたりの費用推移（千円）
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図14　年間貸出冊数推移（冊）
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図15　登録者数推移（人）
20,000

8,500

導入前 導入後 再直営後

10,800

18,400
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

指定管理者制度そのものが図書館業務に適していなかったことのどちらか、また

はどちらともが考えられる。

次に年間貸し出し冊数の推移のグラフ（図14）と、登録者数の推移のグラフ（図

15）をみていく。

年間貸し出し冊数の推移は年々増加しているものの、指定管理者制度導入後の

伸び幅よりも、再直営後の伸び幅の方が大きくなっている。

登録者数の推移も年々増加しており、増え幅は年間貸し出し冊数の増え幅と似

ているもののより大きな増え方をしている。

以上のことから、貸出密度が年々下がっている要因がわかる。登録者数の増え

幅に比べ貸出冊数の増え幅が小さいために貸出密度が減少している。したがって、

登録者数、貸出冊数どちらも増えているにもかかわらず、貸出密度が減っている

のである。

安来市は再直営することによって貸出冊数と登録者数の増え幅は大きくなって
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いるので登録者を増やすよりも登録者 1人 1人がより多く本を借り満足するよう

な経営を目指すべきである。

（ 3） 島根県出雲市立大社図書館

2005年 3月から2007年 3月まで指定管理を導入したが、同年 4月から直営に

戻った。旧大社町立図書館の職員は身分が様々であったため、財団を新設して全

員雇用し、指定管理の受託者とした。

（a） 直営に戻した理由

・合併時に財団の統合が行われ、教育施設は含まない形になったため。

・他の図書館も直営で運営していたため。

・市の方針として教育施設は直営が望ましいとされていたため。

（b） 直営後の結果

出雲市立大社図書館は、指定管理者制度を導入したことにより質が上がり、直

営に戻してもなお質が上がった図書館である。

貸出密度推移のグラフ（図16）をみてわかるように、委託前より委託後の方が

貸出密度は上がり、直営に戻した後も、ゆるやかではあるが貸出密度は上がって

いる。

指定管理団体は、都会地においては独立採算が可能な施設もあるが、地方にお

いては地元で新たに組織を作って業務を受諾していることが多い。出雲市立大社

図書館もその場合に当てはまっている。

当図書館のデータの中で着目したいのが、正規職員数と司書数である。委託前

の正規職員数は 2人、司書数は 2人であるが、委託後および再直営後においては

いずれも 0人となってしまっている。指定管理者制度の導入に伴い、人件費削減

を図ったことにより、正規職員および司書がいないという環境になったのではな

いかと考える。

再直営後においては、正規職員数と司書数は増えてはいないものの、これまで

の実態を踏まえ利用者に対応したサービスやレファレンスの充実等に取り組み、

結果として質の上昇につながっているのではないかと考えた。

この点、指定管理者制度導入によりなぜ質が上がっているのか疑問を抱くが、

そもそもこの質の上昇は指定管理者制度導入によりもたらされたものではないか

もしれない。

2005年に出雲市と大社町が合併し、大社町立図書館から出雲市立図書館となり、
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図16　年間貸出密度推移（冊／人）
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その際に指定管理者制度が導入された。質が上昇したのはこうした合併の背景が

あったからとも考えられる。

市の方針として、教育施設は直営が望ましいとされたとあることから、一度は

指定管理者制度を導入したものの、図書館はビジネスに馴染まず、換金できない

価値があると認識を改めたことが予想される。こうした方針や認識が生かされた

結果として、再直営後においても質が上がっているのではないかと考える。

Ⅳ　結　論

今回、本研究においては、NPM手法の 1つである指定管理者制度を、ガバナ

ンスの観点から捉えるべく、「市町村において図書館の指定管理者制度導入は図

書館サービスの質の低下につながるのではないか」というリサーチクエスチョン

のもとで検証を行った。そして、指定管理者制度の導入前後を比較して検証した

結果、指定管理者制度導入は図書館における貸出密度の低下につながるという結

論に至った。これは主に民間の法人である指定管理者が効率性を追求しようとし

た結果、サービスの質の低下につながったため、指定管理者制度導入以前と比べ

貸出密度の減少につながったと言える。これにより、日本における NPM手法は

定着してきたが、現状のままでは不十分であることがわかる。

そこで次に、「何が図書館サービスの質を下げる要因となるのか」というリサー

チクエスチョンを新たに立て、図書館における貸出密度の増減に寄与する独立変

数を求めることを目的とした。そして、検証を行った結果として実証されたこと

は図書館の登録者 1人あたりに対する資料費の増加率が貸出密度の増減と関係し

ているということであった。つまり、資料費を多くしている図書館では貸出密度
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は増加しているものの、その一方で資料費を少なくしている図書館では貸出密度

は減少しているのである。図書館利用者は、自分で買うことは困難な本を図書館

で借りると考えられるため、資料費を多くし高価な本などを買い揃えるなどして

本の種類を豊富にすることが貸出密度の増加につながると考えられる。

また、委託先に関して着目してみると、委託先の機関数が貸出密度の増減と関

係していることがわかった。つまり、複数の機関で連携し委託を請け負っている

図書館では貸出密度は増加しているものの、委託を請け負っている機関が少ない

図書館では貸出密度は減少しているのである。複数の委託先が協力し合いそれぞ

れが今まで培ってきた能力を発揮することが貸出密度の増加につながるのだ。

資料費が削減されている要因は、図書館事業が本の貸し出しなど基本的に無償

で行うサービスであることだと考えられる。無償で行うサービスである以上、外

部委託を行っている他の事業と異なり指定管理者が行えることは限られてしまう

ため、指定管理を導入することによる経営改善は見込まれない。そのため、指定

管理者は資料費を削減するのである。その結果、図書館には少ない資料費で買わ

れた本ばかりが並び、利用者が借りたいと思えるような本が少なくなってしまい、

その結果貸出密度が減少してしまっているのだろう。

図書館の目的を記した図書館法第 3条を確認したうえで、今回の研究に基づく

考察を行っていく。図書館法第 3条36）には次のように記されている。

「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に

学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努

めなければならない」。

このように図書館の目的は利用者の希望に沿い、教育の向上に資することだと

示されている。

しかしながら今回の研究にあるように、資料費を削減している現状では本の種

類も少なくなってしまうため利用者の希望に沿うことは困難である。また、教育

の向上に関しても同様の理由で達成が困難である。そのため、指定管理者制度の

導入は図書館の本来の目的を達成できていない。

また、指定管理先について考えた場合、確かに図書館の様々な業務に対応する

ため、委託先を分ける方がよいと考えられるが、手間がかかるだろう。行政の効

率化のために行われる指定管理者ということを考えた時に、指定管理者制度導入

の初期費用や手間がかからないようにするためには、指定管理先を 1つにまとめ

た方がよい。
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しかし、図書館における指定管理者制度導入の動機は、行政の効率化だけでは

ない。先にも書いてきたように、民間のノウハウを利用して、様々な業務におけ

るサービスの質を向上させることもまた大きな目的である。その目的を果たすた

めには、やはり業務ごとに得意とする委託先を選定する必要があり、ここに矛盾

が生じてしまうのだ。結局は指定管理者を 1つに絞って委託している図書館も多

いのが現状である。

以上のことより、指定管理者制度には多くの課題が残されているが、改善の余

地はある。そこで私たちは、指定管理者制度を導入していたが再び直営に戻した

図書館に着目し、検証を行った。直営に戻した図書館は委託期間の終了とともに

指定管理者制度について再考している場合が多く、「指定管理者制度を導入した

が質が上がっていない」、「指定管理者制度の導入はコストカットにつながってい

ない」などの理由から再び直営に戻している。直営に戻した図書館は貸出密度が

指定管理者制度を導入している場合よりも高くなっている。またコストの面も指

定管理者制度を導入している時よりも少なくなっている。これらのように、図書

館における指定管理者制度の導入は図書館本来の目的達成に貢献していない部分

も多く見受けられ、図書館事業は民間の力を活用するのには向いていない。その

ため、図書館業務の指定管理者制度の導入は再考の余地がある。

Ⅴ　課　題

本研究は、『日本の図書館―統計と名簿』37）と総務省の「公の施設の指定管

理者制度の導入状況に関する調査結果」38）のデータを用い、図書館業務に関する

指定管理者制度の実態について重回帰分析を行いサービスの質が低下しているこ

とを突きとめることに成功した。その後、貸出密度減少の原因が、登録者 1人あ

たりの資料費の減少と委託先機関数の少なさにあると実証することに成功した。

しかしながら、仮説で立てた他の要因に関しては有意の数値が出なかった。ま

た、今回仮説として立てなかった他の考えられる要因について調べるに至らな

かった。その原因としては要因ごとの数値のデータが少なかったことや、図書館

サービスの質に関する先行研究から適切な仮説を立てられなかったことが挙げら

れる。

しかし、図書館サービスに関連する要因が登録者 1人あたりの資料費と委託先

の機関数であると突き止められたことと、再直営を行った図書館について個々に
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分析を行ったことは本研究における成果であるといえよう。

最後になりますが、本研究に際して様々なご指摘を頂きました大山耕輔教授、

大学院生の上野麿里奈さん、竹田哲郎さん、そして 4年生の皆様に深謝いたしま

す。また、お電話で質問に答えてくださった南魚沼市図書館係長の大嶋匡様、合

同ゼミで多数のご指摘をしてくださいました縣公一郎教授と縣ゼミの皆様に感謝

いたします。協力して頂いた皆様へ心から感謝の気持ちと御礼を申し上げたく謝

辞に代えさせて頂きます。
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