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公立図書館の振興を求める要望書 

  

 私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国に対しても公立図

書館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいてい

ますことに、心からお礼を申し上げます。 

 現在、地方公共団体には財政の厳しいところが多く、資料費などの削減や指定管理者制度導入

による公立図書館の民営化が進むなど、公立図書館は疲弊し、困難に直面して 

います。 

 国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。 

 今回、大きく４つの課題について次のとおり要望します。 

 ご多用のところ恐縮ですが、６月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。 

 

１ 公立図書館の管理運営を指定管理者制度の対象としないでください 

 (1) 指定管理者制度を導入した図書館の調査を実施して、問題点を明らかにしてください。 

 (2) 公立図書館を指定管理者制度の対象としない施策を実施してください。 

 

２ 公立図書館に図書館協議会の設置を促進するとともに、その活動を活発にしてください 

 (1) 図書館協議会の調査を実施して、実態を明らかにしてください。 

 (2) 図書館協議会委員の任命について、いわゆる公募枠を設けるよう、法改正等の措置をして

ください。 

 

３ 公立図書館に補助金を実施してください 

  図書館法第２０条に基づいて公立図書館に補助金を実施することによって、図書館の建設や

移動図書館車の設置、資料費や人件費の増額を可能にして、図書館サービスを充実できるよう

にしてください。 

 

４ 公立図書館が文教施設の運営権の対象ではないことを明らかにしてください 

  文教施設の運営権については、指定管理者制度と同様に、公立図書館になじまないものです。

公立図書館が文教施設の運営権の対象ではないことを明らかにして、自治体に周知を図ってく

ださい。 

 

               連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子 

     （住所・連絡先省略） 

※代表および事務局長の住所等個は個人情報保護の観点よりホームページでの記載は省略させていただきます。ご了承下さい。 



1 北海道 のぼりべつの図書館を考える会 36 神奈川県 神奈川の図書館を考えるつどい＊

2 北海道 藤野地域に図書館づくりをすすめる会 37 富山県 富山県図書館を考える会

3 北海道 札幌の図書館づくりをすすめる会 38 岐阜県 図書館の未来を考える会

4 北海道 札幌地区子どもの本連絡会 39 静岡県 静岡図書館友の会

5 北海道 ねむろ図書館友の会 40 愛知県 豊田市の図書館を考える市民の会

6 北海道 北海道子どもの本連絡会＊ 41 愛知県 小牧の図書館を考える会

7 宮城県 仙台にもっと図書館をつくる会 42 愛知県 にっしん図書館サポーターズ

8 福島県 福島市の図書館を育てる市民の会 43 愛知県 名古屋市の図書館を考える市民の会

9 福島県 としょかんのＴＯＭＯみなみそうま 44 京都府 宇治市図書館友の会

10 茨城県 守谷の図書館を考える会 45 大阪府 くまとり読書友の会

11 栃木県 街づくり市民ネットとちぎ＊ 46 大阪府 高槻にみんなの図書館をつくる会 

12 栃木県 図書館の指定管理に関する学習会＊ 47 大阪府 堺市の図書館を考える会

13 栃木県 栃木子どもの本連絡会＊ 48 大阪府 枚方市の図書館行政を考える会＊

14 埼玉県 杉戸町図書館友の会 49 大阪府 明日の中之島図書館を考える会

15 千葉県 としょかんふれんず千葉市 50 兵庫県 三田市の図書館を考える市民の会＊

16 千葉県 おーい図書館 51 兵庫県 図書館ともの会・三木

17 東京都 江東区図書館友の会 52 兵庫県 ささやま図書館友の会　

18 東京都 世田谷の図書館を考える会 53 兵庫県 神戸・図書館ネットワーク

19 東京都 東京の図書館をもっとよくする会 54 奈良県 図書館とまちづくり・奈良県・ネットワーク

20 東京都 町田の図書館活動をすすめる会 55 鳥取県 図書館友の会・米子

21 東京都 多摩市に中央図書館をつくる会 56 島根県 はまだ図書館友の会

22 東京都 立川の図書館を考える会 57 山口県 図書館友の会山口県連絡会

23 東京都 中野の図書館を考える会 58 山口県 下関図書館友の会 

24 東京都 東大和の図書館を考える会 59 香川県 香川県子ども文庫連絡会

25 神奈川県 つづき図書館ファン倶楽部 60 福岡県 図書館フレンズ粕屋

26 神奈川県 つづきっこ読書応援団　＊ 61 福岡県 身近な図書館の会・福岡

27 神奈川県 図書館とともだち・鎌倉 62 福岡県 宮若市の図書館友の会

28 神奈川県 図書館フレンズ・逗子 63 福岡県 かばーる・ほ ＊

29 神奈川県 私たちの図書館を考える会・逗子 64 福岡県 フォーラム「住民と図書館」＊

30 神奈川県 港北図書館友の会 65 佐賀県 図書館を友とする会・さが　

31 神奈川県 横浜の図書館の発展を願う会＊ 66 佐賀県 武雄市図書館・歴史資料館を学習する市民の会

32 神奈川県 市民の図書館をつくる会＊  （海老名市） 67 佐賀県 図書館フレンズいまり

33 神奈川県 川崎の図書館ともの会＊ 68 佐賀県 佐賀子ども文庫連絡会＊

34 神奈川県 ヨコスカ図書館の会＊ 69 長崎県 長与町の新しい図書館を想う会

35 神奈川県 生きた学校図書館をめざす会川崎　＊ 70 長崎県 五島市図書館友の会

           賛　同　団　体　一　覧　（１）



71 長崎県 アエルいさはや中央商店街＊ 88 長崎県 点訳友の会『ムッツゴロ』＊

72 長崎県 あそびの森＊ 89 長崎県 西諫早こどもの本を楽しむ会「ぐるんぱ」＊

73 長崎県 諫早おはなしの会＊ 90 長崎県 西諫早読書会＊

74 長崎県 諫早学校図書ボランティアネットワーク「心のたね」＊91 長崎県 びぶりおの会＊

75 長崎県 諫早コスモス音声訳の会＊ 92 長崎県 ビジネス情報支援図書館懇話会＊

76 長崎県 諫早こども劇場＊ 93 長崎県 まゆみの会＊

77 長崎県 諫早子どもの本の会＊ 94 長崎県 ゆめポケット＊

78 長崎県 諫早史談会＊ 95 長崎県 学校図書館おたすけ隊

79 長崎県 諫早市の学校図書館の充実を願う市民の会＊96 大分県 別府市の新しい図書館を実現する会

80 長崎県 諫早としょかん友の会＊ 97 大分県 児童文学と科学読物の会＊

81 長崎県 いちごの会＊ 98 大分県 杵築市に市民のための新しい図書館を実現する会

82 長崎県 伊東静雄研究会＊ 99 全国 学校図書館問題研究会＊

83 長崎県 うないさん隊＊ 100 全国 学校図書館を考える全国連絡会＊ 

84 長崎県 絵布の会＊ 101 全国 ツタヤ図書館問題全国連絡会＊

85 長崎県 絵本の病院　ぶっくる＊ 102 全国 親子読書地域文庫全国連絡会＊

86 長崎県 ＮＰＯ法人としょかん広場 103 全国 日本親子読書センター

87 長崎県 千々石ミゲル会・諫早＊ 104 全国 図書館問題研究会＊

＜2017年要望書賛同個人＞　５０名(７名）　(　 )内は会員以外の賛同者数、内数

秋田１  栃木８(６)　埼玉３  東京６(１） 神奈川８ 　新潟１　石川１　長野１  愛知２　三重１  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都１  大阪４ 　兵庫２   岡山１　広島１  山口１  香川１  福岡４   大分３  

                  賛　同　団　体　一　覧　（２）

　　　＊印は図書館友の会全国連絡会会員以外の賛同団体です。


