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北海道大学大学院教育学研究院紀要
第130号　　2018年3月

公立図書館と指定管理者制度
─ その法的限界 ─

新　岡　昌　幸*

１．はじめに

　2003年，地方自治法が改正され，新たに指定管理者制度が導入された。これは，地方公共
団体が，「公の施設」の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき，条例の定
めるところにより，法人その他の団体で，地方公共団体が指定する者（指定管理者）に，「公
の施設」の管理を行わせることができる制度である（地方自治法244条の2第3項）。ここにい
う「法人その他の団体」には，株式会社も含まれることから，「公の施設」（地方自治法244条）
が収益事業の対象とされ，市場化の波にさらされることになる，と批判されている1。
　とりわけ，地方公共団体が設置する公立図書館（図書館法2条2項）への指定管理者制度の
導入をめぐっては，これまで，図書館関係団体や図書館学等の研究者らを中心として，指定
期間が有期であることから（地方自治法244条の2第5項），指定管理者の被用者が不安定で低
賃金の有期雇用とならざるを得ず，専門的で優秀な人材の確保・育成が困難になること，図
書館運営に必要な継続性・安定性が欠如すること，他の施設・機関との連携が困難になるこ
と，利用者の個人情報の保護に問題が生ずることなど，指定管理者制度を導入した場合に想
定される運用上の諸問題が指摘され，利益の追求を本質とする株式会社等の民間企業が，無
料を原則とする公立図書館（図書館法17条）の管理運営を行うことはなじまない，とする反
対論が有力に展開されてきた2。
　しかし，以上の諸問題の中には，指定管理者制度固有の問題と言えるかどうかが判然とし
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【要旨】　2003年，地方自治法が改正され，新たに指定管理者制度が導入された。これにより，民
間企業を含めた「法人その他の団体」に，「公の施設」の管理運営を，使用許可権限をも含めて包
括的に委託することが可能になった。「公の施設」には，公立図書館も含まれることから，この
管理を指定管理者に委ねようとする地方公共団体が増えつつある。周知のように，公立図書館は，
その利用が無料とされ，収益性を前提としない施設であることから，そもそも指定管理者制度は
なじまない，との反対論が，図書館関係団体等から強力に展開されてきた。しかし，その主張の
なかには，指定管理者制度固有の問題と言えるか疑問のあるものなどが含まれ，有効な反対論に
なっていないように思われる。そこで，本稿では，「公の施設」を含む公共財の提供は，国家ない
し地方公共団体の主要な役割であることを確認し，その役割をアウトソースする際の法的限界
の所在を探るとともに，公立図書館への指定管理者制度の導入が如何なる場合にその限界を超
えるかを検討する。
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ないものや，指定管理者制度の運用上の工夫次第で解消されると見込まれるものが散見され
る。例えば，指定期間の短さが図書館運営の継続性や安定性を妨げるという批判も，法改正
等により，「改善」することも不可能ではない。また，指定管理者の被用者が低賃金で不安定
な有期雇用とされ，専門性の高い人材が確保・育成できないという指摘も，公務労働におけ
る臨時的任用職員の脱法的な運用が横行し，地方公共団体「直営」の公立図書館であったと
しても，非常勤待遇の職員が存在3し，「官製ワーキングプア」と批判されていることを考え
ると，これを指定管理者制度の問題と断ずるのは困難である4。また，指定管理者制度を導入
した千代田区立図書館のように，「新規開館に合わせて，図書館サービス部門の司書資格率は
100%，しかも常勤職員はすべて新しい図書館をつくろうという意欲をもった図書館実務経
験者，さらに地域資料・古文書担当には…学芸員資格者まで配置」	5するなど，「直営」時代よ
りも充実した職員が確保されたと評価しうる事例もないわけではない。そして，指定管理者
制度の下では，他の機関との連携が困難となるという点も，究極的には，地方公共団体と指
定管理者との間で取り結ばれる協定書に「連携する」と書き込めばよい，と言えなくもない。
さらには，図書館利用者の個人情報の保護に問題が生ずるのではないかという懸念も，公務
員法の守秘義務を課せられた公務員だからといって情報の漏洩が起きないわけではないか
ら，これまた指定管理者制度に限って生ずる問題とは言い難い6。このように，かねて指摘さ
れてきた問題点は，客観的にみて，公立図書館に指定管理者制度はなじまないとする理由と
して，些か説得力に欠けるものと言わざるを得ない。
　そこで，本稿では，以下，指定管理者制度が「公の施設」の管理をアウトソースしようとす
る一連の流れの延長上に登場してきたものであるとともに，新自由主義改革手法の一つとし
て性格付けられることを確認する。そして，従来指摘されてきた，公立図書館への指定管理
者制度導入に伴う図書館法制上の主要な問題点を概観し，それらが公立図書館に指定管理者
制度はなじまないとする強力かつ本質的な理由とは言い難いことを確認する。その後，経済
学並びに法学での議論を参照して，公立図書館を含む財・サービス（以下，「財」という）の
提供は，そもそも国家7の役割なのかどうかを検討する。そして，それが肯定される場合，国
家が自らの役割をアウトソースすることに法的限界はあるのかどうか，法的限界があるとす
れば，それは如何なるものかを明らかにする。その際，大手レンタルDVD事業を営む民間企
業が指定管理者を務める図書館で生じた，国民8の知る権利を保障する図書館に必要不可欠と
される資料収集の自由と資料提供の自由9に関わる問題事例を念頭において，公立図書館への
指定管理者制度の導入が，その具体化如何によっては，違憲違法となり得る場合があること
を明らかにして，その法的限界の所在を探ることにしたい。

２．「公の施設」の管理の指定管理者制度

（１）「公の施設」管理のアウトソーシングの萌芽と拡充
　地方公共団体が，住民の福祉を増進する目的をもって設置する施設を「公の施設」という

（地方自治法244条1項）。「公の施設」という概念は，1963年の地方自治法改正によって，同法
に初めて登場したが，それ以前は，「営造物」なる用語が使われていた。「営造物」概念の下で，
その利用関係は，「私法上の関係とは異なる特別の規制に順ずる」もの，すなわち，特別権力
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関係とされ，「住民との関係において使用を許可し，使用料を徴収し，過料を科し，使用関係
を規制する作用」の如き権力的な作用を，「私の団体又は私人」といった「地方公共団体以外
の者に委託することは許されない」と解されていた10。
　しかし，1963年の地方自治法の改正により，「営造物」から「公の施設」に書き改められると，
権力的要素の微弱な「公の施設」や民間と同種の施設，病院や公益質屋などの経済的利益を
生ずる施設等11について，その設置目的を一層効果的に達成することができる場合に，法律
の授権，条例の定めがあれば，「公共団体又は公共的団体」に限り，その管理を委託すること
ができるという「管理委託制度」が新たに導入されたのである12。
　この制度の下で，「公の施設」の管理を委託することのできる相手方が「公共団体又は公共
的団体」に限定されていたのは，「公の施設」の公共性を確保するためであったが13，1991年の
地方自治法の改正で緩和された。すなわち，「公の施設」の管理運営に「民間活力」を積極的
に導入するという名目で，「公の施設」の管理を委託できる相手方として，新たに「普通地方
公共団体が出資している法人で政令で定めるもの」が追加されたのである14。これによって，
資金や人的な面で地方公共団体と密接な関連性を有する出資法人等も，「公の施設」の管理受
託者となる道が制度的に開かれた。加えて，1991年の同法改正では，管理受託者が施設使用
料に相当するものを利用料金として徴収し自らの収入とすることを認める「利用料金制度」
も導入され，条例の枠内であれば管理受託者の自主的な判断で利用料金を決定できるように
なり，「公の施設」の管理のアウトソーシングが促進される制度的環境が整えられていくので
ある。

（２）2003年地方自治法改正による指定管理者制度の新設とその基本的性格
　①2003年地方自治法改正と指定管理者制度の新設
　以上の経緯のもと，2003年の地方自治法の改正では，管理委託制度が廃止され，「多様化す
る住民のニーズにより効果的，効率的に対応するため，公の施設の管理に民間の能力を活用
しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，経費の節減等を図ることを目的」	15として，指
定管理者制度が新設された（地方自治法244条の2第3項）。これにより，「公の施設」の設置の
目的を効果的に達するため必要があると認めるとき，「法人その他の団体」であって地方公共
団体が指定するもの（以下，「指定管理者」という）に「公の施設の管理を行わせることがで
きる」ようになった（地方自治法244条の2第3項）。指定管理者制度では，個人でなければ，地
方公共団体との人的，財政的なつながりの全くない株式会社等の民間事業者も指定管理者に
なることが制度的に可能となるとともに，管理委託制度では認められていなかった，「公の施
設」の使用許可処分のような権力的作用も指定管理者が行えるようになったのである。また，
管理委託制度では，地方自治体と管理受託者との関係は，法律と条例に根拠をもつ公法上の
契約関係（委託者−受託者）だったが，指定管理者制度においては，「指定」という行政処分
に基づく関係（処分者−被処分者）となった16。
　ともあれ，指定管理者制度の新設は，「公の施設の適正な管理の確保のため，受託主体の公
共性に着目してきた従来の考え方を転換」	17するものであって，民間企業を排除するなど「管
理受託者について定められた公共性確保を目的とする要件はすべて撤廃された」	18のである。
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　②指定管理者制度導入の背景事情
　以上のような指定管理者制度の導入には，次のような背景事情が存在する。
　指定管理者制度導入前の「公の施設」の管理法制は，管理委託者の範囲を一定の出資法人
等に限定し，民間事業者が排除されていたことから，広く民間の資金やノウハウを活用して
公共施設等を整備することを目指すPFI19事業と親和的ではなかった20。そこで，日本経済団
体連合会は，「PFIの推進に関する第二次提言」（2002年6月17日）において，「『公の施設の管
理委託者』の範囲を民間PFI事業者にも拡大」すべきであると提言するとともに，内閣府に置
かれた総合規制改革会議も，これと歩調を合わせるように，「中間とりまとめ	−経済活性化
のために重点的に推進すべき規制改革−」（2002年7月23日）で，「『公の施設』の管理の担い
手を，民間事業者等多様な主体に拡大すべきである」としたのである。
　このように，指定管理者制度は，市場規模数十兆円とも言われる「官製市場」	21にビジネス
チャンスを見出した経済界が，国家に対して，「自治体の市場化」を企図して導入を強く要求
し，それに応える形で導入されたものと言うことができる。

　③指定管理者制度の基本的な性格－新自由主義との関係性－
　上記の背景事情のもとで，地方自治法に新設された指定管理者制度の基本的な性格につい
ては，姉崎洋一が喝破するように，「官から民へ」というスローガンの下で強力に展開されて
きた「新自由主義的な構造改革，とくに市場原理型の規制緩和方策」	22と理解することがで
きる。ここで，新自由主義とは何か，が問題となる23。新自由主義は，よく知られるように，
1930年代にその起源を有するとともに，ケインズ主義的な福祉国家体制の下での戦後資本主
義の行き詰まりの打開策として注目され表舞台に登場した。新自由主義は，福祉国家の下で
肥大化した公的部門の役割を非効率として論難し，効率性の原理に基づいて利潤を追求する
という企業の行動原理と市場における競争環境が社会全体を最適化するという認識の下，こ
れまで国家が担ってきた事務事業を，指定管理者制度を含む多様な方法でアウトソースし
たり，成果主義，顧客主義等の民間企業の経営原理を行政運営に導入−いわゆる新公共管理
New	Public	Management−したりする「民営化」と，市場に対する既存の規制を撤廃する「規
制緩和」を，社会のあらゆる領域に適用することを政策の柱とする24。民営化と規制緩和は，
際限なき効率性の追求という経済領域の行動原理を，教育や福祉，医療等の経済以外の領域
の内部に浸潤させ，それらの領域の本来的な機能に統制的な作用を与えつつ，それに変容を
加えることが知られている25。
　このように，指定管理者制度は，経済領域以外の領域にも効率性という経済領域の行動原
理を浸潤させて，その役割を変容させる新自由主義改革の手段としての性格を有することか
ら，これを公立図書館に導入すれば，公立図書館の本来的な機能に統制的な影響を及ぼし，
その機能に変容をもたらすことが懸念されるのである。そこで，指定管理者制度を公立図書
館の管理運営に導入した場合，公立図書館の本来的な機能に如何なる変容をもたらすのかが
問題となるが，この点については，本稿3（3）で検討したい。

（３）公立図書館への指定管理者制度導入に伴う図書館法制上の問題点
　①指定管理者制度導入に伴う図書館法上の問題点
　公立図書館は，地方自治法上，道路や公園，体育館などと同様，「公の施設」に該当する（地
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方自治法244条）。しかし，公立図書館は，それらの「公の施設」一般とは異なり，その管理運
営については，図書館法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下，「地教行法」と
いう）など，図書館法制を形成する個別の法律によって規定されている。そこで，従来，指
定管理者制度の下での公立図書館運営は，いくつかの点において，現行図書館法制と矛盾対
立することが指摘されるとともに，それが公立図書館に指定管理者制度はなじまない理由と
されてきた26。
　第一に，公立図書館の館長の必置（図書館法13条1項）と教育委員会による任命制（地教
行法30条）に関する問題である。図書館法13条1項は，「公立図書館に館長…を置く」ものと
し，その必置を定める。現行法上，公立図書館は，「教育機関」（地教行法30条）であり，そこ
には地方公務員法（以下，「地公法」という）が適用（地教行法35条）される「職員」が置か
れる（地教行法31条2項）。そして，その「職員」は，地教行法に特別の定めがある場合を除いて，
教育委員会が任命するものとされている（地教行法34条）。したがって，公立図書館の館長は，
地公法適用の「職員」であり，教育委員会が任命する公務員ということになる。そこで，公立
図書館に指定管理者制度を導入する場合，指定管理者の被用者を当該公立図書館の館長に就
かせることができるか否かが問題となる。この点，文部科学省は，公立図書館の管理を指定
管理者に行わせる場合，館長を置く必要はあるが，公務員でない館長については教育委員会
が任命する必要はない，との見解を示している27。しかし，これに対しては，「指定管理者制
度を導入するためのあまりに強引で不合理な解釈である」との厳しい批判がある。すなわち，

「図書館法や地教行法は，そもそも図書館の館長に公務員以外の者が就くことを想定して」お
らず28，公務員ではない指定管理者の被用者が，「教育機関」たる公立図書館の館長という行
政組織上の職に就任できると解することは，「相当の無理がある」	29と言わざるを得ない。そ
れ故に，「図書館長まで指定管理者が配置するような『全面的な』指定管理者制度の採用は，
現行法令上（図書館法を改正するのでなければ）困難である」	30と解されている。
　第二に，図書館法14条が定める図書館協議会の位置づけに関する問題である。図書館協議
会は，教育委員会の附属機関として，「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに，図
書館の行う図書館奉仕につき，館長に対して意見を述べる機関」（図書館法14条2項）であり，
これを構成する「委員は，当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する」（図
書館法15条）とされ，その身分は，特別職の非常勤職員（公務員）（地公法3条3項2号）とな
る。そこで，館長を含めた公立図書館の管理運営を全面的に指定管理者に委ねることにした
場合，指定管理者の被用者たる「館長」のもとで，図書館協議会がどのように位置づけられる
のかが問題となる。すなわち，指定管理者の被用者たる「館長」が，教育委員会の付属機関で
ある図書館協議会に諮問することができるのか，仮にそれが可能であるとしても，図書館協
議会の意見が，一方で指定管理者にとって利益追求の妨げとなり，他方で図書館の運営にとっ
ては望ましいものと判断される場合，指定管理者の被用者たる「館長」は，その意見を取り入
れて図書館運営を行うことができるのかなどの疑問が存在し，そもそも指定管理者制度の下
で図書館協議会は成り立たないのではないかとの指摘や，指定管理者制度が制度として未熟
であるとの批判がなされている31。
　第三に，図書館法17条が定める公立図書館利用の無料原則に関わる問題である。指定管理
者は，地方自治法上，「公の施設」の利用に係る料金（以下，「利用料金」という）を徴収しこ
れを自らの収入とすることができる（地方自治法244条の2第8項）。しかし，公立図書館の場
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合には，図書館法17条が「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収し
てはならない」としていることから，指定管理者は，基本的に，地方公共団体からの指定管理
料以外の収入を図書館事業から得ることは期待できない。こうした図書館法制の下で，指定
管理者が，自らの収入を確保するために，人件費を抑制すれば，指定管理者の職員の雇用が
不安定化したり32，図書館サービスの維持・向上を果たす上で重要な専門的力量をもった職
員の確保が困難になったりするなどの問題が生ずると指摘されている33。

　②小括
　以上，公立図書館への指定管理者制度導入に伴う図書館法制上の主な問題点について概観
した。以上にみた三つの問題点は，図書館関係団体や図書館学の研究者らを中心に，公立図
書館に指定管理者制度を導入するべきではない理由として主張されてきたものであり，看過
することのできない重要な指摘である。しかし，ここで注意すべきことは，これらの問題点は，
公立図書館に指定管理者制度を導入してはならない，強力かつ本質的な理由とは言い難いの
ではないか，ということである。なぜならば，それらの問題指摘は究極的には，図書館法や
地教行法等の改正によって，容易に解消されると見込まれるものだからである34。
　例えば，館長の必置と教育委員会による任命制の問題は，図書館法13条1項を改正して館長
の配置を任意とすればよい。あるいは，地教行法を改正して，指定管理者制度下の館長には，
教育委員会の任命を不要とする「特別の定め」を設けてもよい。さらには，地教行法や社会
教育法を改正して，公立図書館から「教育機関」あるいは「社会教育のための機関」という位
置づけを剥奪することもあり得る。また，指定管理者制度下の図書館協議会の位置づけの問
題も，指定管理者制度に「適合」させるべく，図書館条例や教育委員会規則を改正して，必置
ではない図書館協議会を廃止することも可能である（これは法律の改正すら必要ない）。そ
して，公立図書館の無料原則の問題も，同原則が適用されない部分については，指定管理者
が利用料金を徴収して自らの収入とすることは，「公の施設」の設置目的やその利用に関する
不当な差別的取扱いの禁止（地方自治法244条3項）に反しない限り，そもそも許容されている。
加えて，指定管理者が，公立図書館を利用して，各種の有料のイベント等を独自に開催する
ことも，それが公立図書館の設置目的に合致し，指定管理者が行う年間事業計画として地方
公共団体の事前の承認を得ていれば可能であり，それから得た利益を自らの収入とすること
も不可能ではない35。そうだとすれば，公立図書館は収益性を前提としない施設だから指定
管理者制度はなじまない，と断言できるのか，疑問なしとしない。さらに極論すれば，図書
館法17条を改正して，無料原則を廃止することもできるのである。
　したがって，我々は，公立図書館に指定管理者制度はなじまないという結論を擁護しよう
とするならば，その結論を支える，より強力かつ本質的な理由に基づく説明を展開する必要
があるのである。
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３．なぜ公立図書館の管理運営を指定管理者に委ねてはならないのか？

（１）国家の役割と公共財の提供－国家が公立図書館を提供する理由－
　①国家の役割としての公共財の提供
　一般に，経済学では，市場は，合理的な消費者と自己利益を追求する企業が出会う場と仮
定され，無数の財が効率的に配分される機構だと説明される。しかし，市場機構も常に完全
無欠というわけではなく，一定の条件が満たされない場合36には，市場は非効率となり，「市
場の失敗」と呼ばれる事態に陥る。このとき，国家には，「市場の失敗」を修正して市場の効
率性を回復するための施策の遂行が期待され，国家による市場への介入が正当化される。そ
して，「市場の失敗」を惹起する要因の一つが，「公共財」の存在である。
　経済学において，公共財とは，いったん供給されると，対価を支払わない利用者（フリー
ライダー）を排除できないという排除不可能性と，対価を支払った人によって消費されても
他の人の消費が妨げられないという非競合性といった二つの特性を兼ね備えた財だとされ
る37。そして，公共財は，この二つの特性をもつが故に，社会的に必須の財であっても，市場
機構によっては供給されないか，あるいは過少にしか供給されないと考えられている38。そ
こで，公共財に関するコストを税金という形で社会から強制的に徴収し，必要な公共財を提
供することは国家の役割と考えられている39。
　以上のような公共財に関する経済学の議論を参照して，国家の役割を憲法学の立場から究
明するのが，長谷部恭男である。長谷部は，国家の必要性と正当性は，国家や民族などの集
団が持つ価値ではなく，個人の権利や利益から導かれるべきとの考え方を前提として，国家
の主要な役割を，調整問題の解決，公共財の提供，人権の保障であると説く。そして，警察，
消防，防衛，環境保全などの公共財は，その消費の排除不可能性と非競合性の故に，経費を負
担しない人もただ乗りすることができるため，人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて
行動する市場を通じては適切に供給されないから，国家が法制度を通じてそれらの財を提供
するとともに，その費用は税金として，社会全体から公平かつ強制的に徴収することが必要
になるというのである40。
　なお，憲法学においては，集会の自由保障と集会施設の提供のように，「自由の現実化のた
めには，国家による財の供給が不可欠となる場合も多い」	41ことを前提として，国家の役割と
しての公共財の提供は，経済学でいう純粋な意味での公共財に限定されるものではなく，憲
法等の法規範に照らして，国家によって社会全体に提供されるべき財一般を含むと解されて
いる42。こうした考え方は，国家の役割を最小限に解する立場の憲法学説も認めるところで
ある43。とはいえ，憲法上，国家は，そのような財を常に自ら直接提供しなければならないわ
けではない，ということに注意が必要である44。

　②国家が公立図書館を提供する理由－公立図書館の本来的機能とその公共財該当性－
　以上，国家が公共財を提供する理由に関する経済学並びに法学での議論を概観した。これ
を踏まえ，以下では，公立図書館に焦点を絞り，公立図書館は公共財に該当するか，もし公立
図書館が公共財ではない（あるいは，公共財がもつ二つの特性のうち，何れかの特性のみを
有する準公共財である）とすれば，それを国家が提供するのは如何なる理由に基づくのか，
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について検討することにしたい。
　まず，公立図書館は公共財に該当するか否か，である45。公共財は，前述したように，消費
の排除不可能性と非競合性を併せもつ財であるが，公立図書館の場合−これを公共財として
説明する見解46も見られるが−，消費の非競合性は認められるが，公立図書館の無料原則を
定める図書館法17条を改正して，料金を支払わない者を排除することができることから，消
費の排除不可能性は認め難い。そうだとすると，公立図書館は純粋な意味での公共財ではな
く，消費の非競合性のみが認められる準公共財に該当するものと考えられる47。
　そこで，国家は，純粋な意味での公共財ではない公立図書館を，如何なる理由に基づいて
提供するのか。公立図書館は，社会教育のための機関（教育基本法12条2項，社会教育法9条1
項）であり，教育機関（地教行法30条）であって，憲法が保障する国民の基本的人権を保障
する具体的な手立ての一つと考えられている48。すなわち，国民の教育と文化の発展に寄与
することを目的として（図書館法1条），地方公共団体によって設置される公立図書館は，「図
書館奉仕」（図書館法3条）を通じて，国民の教育を受ける権利（憲法26条1項）や知る権利（憲
法21条1項）等を十全に保障して，彼らの主体的な学習要求を充足することを本来的役割と
する49。
　公立図書館が担う教育を受ける権利や知る権利等の保障機能は，国民の政治的文化的教養
や自治を担う住民ひとり一人の主権者としての力量を高めるとともに，社会全体の知的文化
的水準の向上をもたらすものと想定できる。経済学では，この効果を正の外部経済効果とい
い，公共財と並ぶ「市場の失敗」の要因と考えられている50。そして，この正の外部経済効果
に対して，大部分の者は対価を支払わないから，知る権利や学習権保障機能を持つ公立図書
館の設置を市場に委ねても，社会全体にとって必要な量が提供されないと考えられる51。こ
うした理由から，国家が過少となった供給をするべく市場に介入することが正当化されるの
である52。国家は，図書館法制に基づき公立図書館を設置して，その利用を無料とし，図書館
奉仕を通して，国民の知る権利や教育を受ける権利に応え，社会全体の知的文化的水準の向
上を図るのである。

（２）国家の役割のアウトソーシング－その法的限界－
　以上，公共財の提供は国家の役割であること，国家が提供する財は，経済学でいう純粋な
意味での公共財に限定されないこと，国家がそれらの財を常に直接提供しなければならない
わけではないこと，が確認された。しかし，公共財の提供が国家の役割の一つであるならば，
国家が自らの役割から自由に撤退したり，あるいは，アウトソースしたりすることは許され
ず，そこには一定の法的限界があるのではないかが問題になる。
　この点，私見によれば，次のように考えられる。第一に，集会の自由保障のための集会施
設，教育を受ける権利保障のための学校教育制度，生存権保障のための生活保護制度などの
ように，国家が国民の憲法上の権利保障に不可欠の財の提供から全面撤退することは，憲法
上，許されない53。そうだとすれば，国家はある財を自ら直接提供するべきか，指定管理者に
アウトソースする形で提供するかの選択を迫られることになる。
　そこで，第二に，国家が公共財の提供という自らの役割を指定管理者にアウトソースする
場合の法的限界が問題になる。指定管理者制度は，国家による財の直接提供と全面撤退との
中間形態であるから，これを直ちに違憲違法と評価することは困難である54。しかし，国民
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の精神的自由や社会権保障に関わる領域においては，それに関わる事務事業の公共性を担保
する観点から，国家による強度の公的規制が必要となるのであり55，それは，指定管理者制度
の場合，地方自治法244条の2第3項の「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が
あると認めるとき」という定めに具現化している。それ故に，地方公共団体は，「公の施設」
の管理を指定管理者に委ねようとする場合，議会での審議や住民への説明の場などにおいて，
当該「公の施設」の設置の目的とは何であるかを現行法令に従い明らかにした上で，指定管
理者制度を導入することによって，その「設置の目的」が，現実具体的にどのような形で「効
果的に達成」されると見込まれるのか，それを達成するための手段として，指定管理者制度
が如何なる理由から必要とされるのか，そして，それは，指定管理者制度を導入しなければ
達成できないのか，について，客観的な証拠に基づいて挙証しなければならない法的義務を
負っており，その義務の履行なき指定管理者制度の導入は，地方自治法上，違法である56。次
に，指定管理者制度が，以上のような公共性の確保のための厳格な手続きを経た上で一旦導
入されたとしても，それによって「公の施設」の本来的機能が妨げられ，あるいは，変容し，
国民の知る権利や教育を受ける権利等の憲法上の権利の保障に支障を来すと認められる場合
には，もはや地方自治法244条の2第3項の「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必
要がある」とは言えず，それ故に，そのような指定管理者制度の導入は，地方自治法上，違法
の評価を受けるだけでなく，国民の憲法上の権利とも具体的な緊張関係を惹起するものと考
えられる57。
　国家の役割のアウトソーシングが法的に許容されるかどうかの判断枠組みは，以上の通り
である。そこで，本稿では，以下，公共性の確保のための厳格な審議を経た上で導入された
指定管理者制度によって，「公の施設」の本来的機能が妨げられ，あるいは，変容し，国民の
知る権利や教育を受ける権利等の憲法上の権利の保障に支障を来すと認められる場合とは，
如何なる場合なのか，について検討する。その際，大手レンタルDVD事業を営む民間企業が
指定管理者を務める図書館で生じた，知る権利を保障する図書館に必要不可欠とされる資料
収集の自由と資料提供の自由に関わる問題事例を念頭に置いて検討する。

（３）指定管理者制度導入による公立図書館の役割機能の変容
　本稿2（2）③で確認したように，指定管理者制度は，経済領域の作動原理である効率性の
原理を経済以外の領域に浸透させ，その本来的機能に変容を生じさせる新自由主義改革の手
法の一つであった。このような性格をもつ制度を公立図書館に導入した場合，公立図書館の
本来的機能にどのような変容を惹起するだろうか。指定管理者制度の下での資料収集の自由
と資料提供の自由に関わる問題に焦点をあて，以下，検討することにしたい。

　①指定管理者制度の下での資料収集の自由の変容－いわゆる「選書問題」－
　公立図書館は，「図書，記録その他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，レクリエーション等に資することを目的とする施設」（図書
館法2条1項）であり，「図書館奉仕」を通して，その目的を果たすことが求められている（図
書館法3条）。当該「図書館奉仕」には，「土地の事情及び一般公衆の希望」に沿いつつ，「図書」
を収集するのみならず，文化の蓄蔵と継承に資する「郷土資料」や「美術品」「レコード及び
フィルム」，地方自治を担う住民の主権者としての判断に必要となる「地方行政資料」も収集



142

して，一般公衆の利用に供することが求められている（図書館法3条1号）。これを踏まえるな
らば，公立図書館は，知への公的なアクセスを保障する場として，貸出数の増減や「集客力」
の有無といった，市場原理がもたらす消費的な原理とは距離を置き，文化の蓄蔵と継承とい
う公共的な見地から，社会からの圧力や干渉に影響されたり，批判をおそれて自己規制した
りすることなく，専門職たる司書らを中心とした図書館の自律的な判断と責任に基づいて，
必要とされる図書館資料を収集保存し住民に提供することが，法的に要請58されていると考
えられる59。
　近年，大手DVDレンタル事業等を営む民間企業が，公立図書館の指定管理者として指定さ
れ，人気カフェ店や新刊書店を併設するとともに，エンターテインメント性を高めた空間作
りで注目を集めている。しかし，この民間企業が指定管理者を務める図書館60では，図書館
の所在地から遠く離れた他県のグルメ本や古くなった資格取得・パソコン関連図書，さらに
は，外国の歓楽街のガイドブックなどの「ごみ本」	61を，関連会社の新古書店から大量に購入
するなど，その選書の在り方が問題となっている62。この指定管理者による図書館運営に対
しては「図書館機能よりも営利面及び空間演出を優先している」	63と指摘され，図書が充填さ
れた高層書架が，空間演出の重要なアイテムとなっている64。したがって，そこでは，「ごみ
本」であれ何であれ，高層書架の隙間を埋めるために，とにかく大量の図書を−むろん資料
価値とは無関係に−収集することが至上命令となる。また，この民間企業が指定管理者を務
める図書館では，指定管理者制度導入に向けて，郷土資料の地元誌や併設レンタル事業と競
合すると見込まれるDVDを除籍したり65，常設展示されていた歴史資料のスペースが撤去さ
れ，自社の事業であるレンタルDVDコーナーとしたりするなど66，「土地の事情及び一般公衆
の希望」に沿った「図書館奉仕」を行う公立図書館の本来的機能に変容が生じている。
　このように，大手DVDレンタル事業等を営む民間企業が指定管理者となった図書館では，
様々な問題が顕在化しており，「複本の購入数を抑制する」「雑誌を購入しない」「ビデオを廃
棄する」など，「硬軟さまざまな方法」によって，併設するカフェや書店，レンタルDVD店へ
の「利益誘導が起こりかねないこと」が指摘されている67。しかし，これらの公立図書館の本
来的機能の変容は，当該民間企業が指定管理者を務めているから生ずるものと理解すること
は適切ではない。というのも，これらの変容は，最小費用で最大利益を得るという経済領域
の原理を，教育や福祉，医療など経済以外の領域にまで浸潤させ，その本来的機能に変容を
もたらす新自由主義構造改革手法の一つとされる指定管理者制度と，公立図書館の本来的機
能と競合する事業を営む民間企業とが結びつくときに，一般的に

3 3 3 3

起こりうる問題だと考えら
れるからである68。

　②指定管理者制度の下での資料提供の自由の変容
　上述したように，図書館資料の収集及び提供は，権力の介入や社会的な圧力等に左右され
ることなく，司書らを中心とした図書館の自律的な判断と責任に基づいて行われるべきもの
と考えられてきた69。しかし，塩見昇が紹介するように，1966年9月に富山で開かれた公共図
書館部会の研究集会において，地方公共団体が，住民から訴えられて裁判になっている場合，
公立図書館が地方公共団体に不利な行政資料を提供するべきかどうかが議論になり，「利害
を伴う場合には見せないようにした方がよい」との発言があった，というのである70。
　このような資料提供の自由に対する自己規制

3 3 3 3

は，塩見が紹介するように，公立図書館が地
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方公共団体の「直営」時代から存在するようであるが，指定管理者制度を導入した公立図書
館では，それがより一層顕著に現れるのではないか，と考えられる。すなわち，指定管理者
は，地方公共団体から行政処分としての「指定」をされる「被処分者」の立場であり，その「指
定」は，地方自治法上，期間を定めて行うものとされ（同法244条の2第5項），実務上，3年ない
し5年の期間が設定71されている。制度上，継続は可能だが，同じ法人ないし団体が必ず指定
管理者に「指定」される保証はない。そこで，図書館の資料提供の自由に次のような変容が
生ずるのではないか，と考える。
　すなわち，指定管理者である民間企業等が，経営上の判断から，指定管理者として，引き続
き「指定」されたいと欲すれば，地方公共団体の顔色を窺って，彼らが裁判で不利になる可能
性のある図書館資料の提供をできるだけ控えたいと考えることは，民間企業等の立場からす
れば，当然のことであろう。他方，地方公共団体も，住民との裁判において，自らの敗訴が確
実となるような不都合極まりない資料を，図書館が収集保存している場合，指定管理者であ
る民間企業等に対して，「次の指定」を念頭におきながら，そのような資料を裁判の相手方で
ある住民に提供しないよう，明示的あるいは黙示的に要求し，資料提供の自由に有形無形の
力を加えようと企てることも，地方公共団体の立場からすれば，当然のことであろう。いず
れにせよ，こうした事態においては，住民の知る権利に奉仕することだけを愚直に考えて資
料提供に専念する公立図書館は，もはや存在しないと言わねばならない72。

４．おわりに

　以上検討したように，公共財の提供は，国家の役割であり，国民の憲法上の権利保障に不
可欠の財の提供から国家が全面撤退することは，憲法上許されない。しかし，国家が常にす
べての財を直接提供しなければならないわけではない。それ故に，国家による財の直接提供
と全面撤退の中間形態である指定管理者制度を「公の施設」の管理に導入しても，それが直
ちに違憲違法となるわけではない。とはいえ，公共財の提供が国家の役割の一つである以上，
無制約にその役割を指定管理者にアウトソースすることは許されない。地方自治法が，指定
管理者制度の導入を，「公の施設」の設置の目的が効果的に達成するため必要があると認める
ときに限定しているのは，まさに，この理の現れに他ならない。
　日本の新自由主義改革の端緒については，1980年代の中曽根康弘内閣の諸改革に求める
のか，あるいは，1990年代の橋本龍太郎内閣のそれに求めるのかはさておき73，少なくとも，
2001年以降，「聖域なき構造改革」の名の下に，規制緩和と民営化が社会のあらゆる領域と国
民の意識に浸潤し，日本社会の在りようが一変したように思われる。とりわけ，社会教育の
領域は，姉崎洋一が鋭く指摘するように，「社会教育終焉論」の合唱のもとで，破壊に次ぐ破
壊を受け，その結果は，「民の学びの基盤の解体」であった74。また，姉崎によれば，投げかけ
られた攻撃のパターンは多様であるが，なかでも一番大きな問題は，民間企業にも「公の施
設」の管理を全面的にアウトソースすることを可能にした指定管理者制度だったという75。
本稿も同様の見解に立つ。
　公立図書館の本来の役割は，専門職たる司書が，その土地の事情や地域住民の要望をよく
踏まえ，文化の蓄蔵継承という効率性の原理とは相容れない公共的な見地から，どのような
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蔵書を構築することが望ましいかを，権力の介入や一時の社会的な時流に影響されることな
く考究し，その自律的な判断と責任でもって，図書館資料を収集，整理，保存するとともに，
それを住民に分かりやすい形で提供することを通して，住民の知る権利や学習権をはじめと
する基本的人権の保障に奉仕することである，と考える。
　姉崎が指摘するように，激動の現代社会において，「すべての人にとって生きる上で必要不
可欠な『人間解放』（human	liberation）の手段としての『生涯学習』の役割がかつてなく重み
を増してきている」	76なか，住民の生涯学習を支える身近な施設である公立図書館の役割は，
これまで以上に重要となるであろう。本稿での検討が，これからの公立図書館の在り方を考
える上で，某かの参考になれば幸いである。
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Abstract	
　The	local	Autonomy	Act	was	revised	in	2003,	and	a	newly	designed	administrator	system	
was	 introduced.	By	 this,	 outsourcing	of	management	 for	public	 facilities	was	permitted,	
inclusive	with	local	licensing	authorities.	The	number	of	local	governments	introducing	this	
system	has	been	increasing.
　On	the	other	hand,	the	parties	related	to	public	libraries	objected	to	this	system	strongly	
because	public	libraries	are	free	to	use	and	its	facilities	do	not	seek	profits,	therefore	they	
thought	this	system	was	not	fit	to	be	introduced.
　However,	 from	the	point	of	view,	 in	my	short	essay	as	 to	 the	contents	of	 this	revision	
some	remain	in	question	whether	or	not	this	system	is	viable.	
　I	want	to	confirm	that	it	is	primarily	the	role	of	national	or	local	governments	to	offer	the	
public	goods	inclusive	with	public	facilities	and	furthermore	to	consider	how	introducing	the	
designated	administrator	system	for	the	public	 libraries	exceeds	existing	 limits,	taking	the	
legal	limitations	for	outsourcing	into	consideration.


