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県立図書館の長崎市での存続・再整備を求めるシンポジウム 会議録 

 

 

１ 開催日 平成２４年１月１５日（日） 

 

２ 場 所 長崎市公会堂 

 

３ 参加者数 約１，５００人 

 

４ 主 催 県立長崎図書館の長崎市での存続・再整備を求める実行委員会 

 

５ 共 催 長崎市、長与町、時津町 

 

６ 内 容 

13:00 開 会 

13:32～13:53 会長挨拶、長崎市長挨拶、長崎市議会議長挨拶、来賓紹介 

13:54～14:15 第１部 基調講演 

 「長崎学における県立図書館が果たす役割」 

 講師 原田博二氏（長崎県地方史研究会会長） 

14:20～15:39 第２部 パネルディスカッション 

 「なぜ、県立図書館が長崎市になければならないのか」 

 コーディネーター 田中正明実行委員会会長 

 パネリスト 平湯文夫氏（図書館づくりと子どもの本の研究所主宰） 

   小袋朋美氏（長与町図書館協議会委員） 

   濵口美佐江氏（長崎市子ども文庫連絡協議会会長） 

   城戸智恵弘実行委員会顧問 

   宮川雅一実行委員会副会長 

 被爆者団体 川野浩一氏（（県平和センター被爆連議長） 

 コメント 田上富久長崎市長 

   葉山友昭長与町長 

   浦川裕水時津町副町長 

15:45 閉 会 

 

５ 会議録 

【開会、挨拶、来賓紹介】 

（司会者）皆様、お待たせいたしました。 

ただいまより、県立図書館の長崎市での存

続・再整備を求めるシンポジウムを開催いた

します。 
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司会を務めさせていただきます東島です。よろしくお願いいたします。 

はじめにシンポジウムの開催にあたり、ご登壇いただいております皆様のご紹介

をさせていただきます。 

県立図書館の長崎市での存続・再整備を求める実行委員会 田中正明会長、 

同実行委員会 宮川雅一副会長、同実行委員会 城戸智恵弘顧問、 

田上富久長崎市長、葉山友昭長与町長、浦川裕水時津町副町長、 

長崎市議会議長 中村照夫様、同副議長 毎熊政直様、 

長与町議会議長 山口経正様、同副議長 岩永政則様、 

時津町議会議長 水口直喜様、同副議長 相川和義様、 

以上の皆様でございます。 

それでは、開催にあたり、田中会長からご挨拶申し上げます。 

 

（田中氏）皆様こんにちは。ようこそ。 

せっかくの日曜日に、県議会議員の先生、

市議会議員の先生、そして、松藤商工会議所

会頭の後を継がれました上田新会頭様、そし

て、こんなにもたくさん市民有志の方々がお

集まりくださいまして、主催者として大変感

激しております。心からお礼申し上げます。

本当にありがとうございます。 

本日のシンポジウムが開かれた理由については、すでに皆さん、ご理解いただい

ていると思いますが、大変な問題が長崎市に起きています。県立図書館が県都長崎

市から消えるかもしれない、大村市に移転されるかもしれないという問題でござい

ます。 

そういうことで、この問題を取り上げるシンポジウムが開かれたわけですが、本

日のシンポジウムのタイトル、ここに書いてありますように、県立図書館の長崎市

での存続・再整備を求めるシンポジウムということでございます。「存続・再整備」

というところに、ひとつ注目をしていただきたいと思いますが、よく新聞紙上なん

かで、誘致問題を長崎市と大村市が競っているというとらえ方をします。これは間

違いなんです。長崎市の場合は、誘致ではございません。今、あるものですから、

これを存続・再整備するという、そういうとらえ方が正しい。存続・再整備を求め

るシンポジウムが本日のシンポジウムでございます。 

そして、根底を流れる論点というのは、なぜ、県立図書館が県都長崎になくては

ならないかという問題でございます。その問題を、後で登壇いたします５名のパネ

リストがいろんな方面から分析・主張なさいますので、ご理解いただいて、ともに

行動していただければと、そのように思います。 
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ここで１つだけエピソードを申しあげます。長崎市選出、西彼選出の県議の皆様

方が知事に要望をいたしました。その折に、知事さんが最後に一言、大村市は平成

17 年から陳情を続けていたからねという発言をなされたそうです。これは、いろん

な意味で問題があるなと思いました。早く手をあげた方が勝ちなのか、そういう感

じがいたしました。そして、それを裏返しますと、長崎市民は、長崎市にあるのが

当然と思っているから、陳情などの声を上げなかったのだろうということも理解さ

れてないなという感じがいたしました。 

ただ、一つ自己反省もいたしました。長崎市民は、少し人がいいところがありま

して、あまり行動が早くないところがあるなと。しかしながら、もう、声を上げな

ければいけない時期に来ていると、そして、行動しなければならない時期に来てい

ると、そういう思いもいたしました。 

それを具体的に、鮮明に、市を先頭として旗揚げするのが今日の会だと、そのよ

うに思っております。ちょっと考えてみてください。もし、大村に県立図書館が移

ったらどうなるでしょう。10 年経ち、20 年経ち、30 年経ったら、おそらくいろん

な反省が出てくると思います。その時の長崎市の指導者たちはいったい何をしてい

たのか。長崎市民はいったい何を考えていたのか。そういうような意見が若い人た

ちから出るに違いないと思います。そういう悔いを残さないためにも、県立図書館

を長崎市に存続し、再整備するということが大事だと思います。 

もう一つお話しさせていただきますと、もしかしたらこの壇上には、私ではなく、

松藤商工会議所の前会頭が立っていたことと思います。県立図書館の問題につきま

して松藤前会頭は、私たちの意見を聞きながら非常に心配されていました。県立図

書館は長崎市じゃないといけないということをおっしゃっておられたんです。ご存

じのとおり、昨年の 11 月に急にお亡くなりになられ、大変残念に思っております。

松藤前会頭の遺志を受け継いでいかなければならないというのは、国際文化協会の

会長をなさっておられた時に関与しておりました私の強い気持ちでございます。そ

のあたりもご理解いただきたいと思います。 

それから、「誘致」ではなくて「存続」だという問題も申し上げました。よく、

市民の方々の意見を聞いておりますと、あれっと思うことがあります。それは市立

図書館ができたから、もう県立図書館はいいではないかという意見があります。そ

れも今日のシンポジウムを聞いていただいて、深く考えていただきたいと思ってお

ります。縷々、私は申しませんが、市立図書館の果たす役割と、県立図書館の果た

す役割は本質的に違います。そして、総合的な役割を担っている。そのあたりも今

日、鮮明になるかと思います。 

できれば、県都長崎市に図書館が存続・再整備されたら、21 世紀の日本のモデル

図書館になるよう、私たちは議論を進めなければいけない。そのことまでも予見を

しながら議論していきたいという感じがいたします。どうぞ、ひとつパネリストの
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意見も聞きながら、思いを深めていただき、ご協力をお願いしたいと思います。 

私の気持ちを述べまして、挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日は本

当にありがとうございます。 

 

（司会者）ありがとうございました。 

次に、田上長崎市長がご挨拶を申し上げます。 

 

（田上市長）皆様、こんにちは。県立図書館の長崎市での存続・再整備を求めるシンポ

ジウムの開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

まず、日曜日に大変多くの皆様に足を運んでいただきましたことにつきまして、

心からお礼申し上げたいと思います。そして今日のシンポジウム、市民の皆さん、

市民団体による実行委員会形式という形で開かれていますが、この開催に至るまで

に、本当に、挨拶をされました田中会長をはじめ、多くの皆さんに準備に走り回っ

ていただきました。そのことにつきましても、心からお礼申し上げたいと思います

し、また今日は、県議会議員の皆さん、市議会議員の皆さん、そして長与町、時津

町の町議会議員の皆さんも数多くお見えです。こうして、皆さんと一緒にこの問題

を議論し、そして、学ぶことができるということを大変うれしく思っています。 

この県立図書館の問題、老朽化ということで、建替えないといけないということ

で、県の方で検討が進み始めました。そのなかで、先ほどお話がありましたけれど

も、県立図書館はどうあるべきかという機能の問題より、場所の問題が先に取り上

げられるようになってきたことに違和感を感じられた方がたくさんいらっしゃると

思います。 

そのなかで、県民の皆さん、あるいは、専門家の皆さんが集まってつくられた懇

話会というのがありまして、そこに私も出席して、なぜ県立図書館が長崎市にある

べきなのかという意見を述べさせていただきました。そして、昨年６月には長与町・

時津町と共に県に要望書を出しましたし、議会も同じように表明をしてくださいま

した。 

そして、市民レベルでも、主に自治会の皆さんで構成していらっしゃる保健環境

自治連合会も要望し、老人クラブ連合会の皆さんも要望し、それから長崎市東部の

自治会の皆さんも一緒に要望してくださったり、本当にいろんな皆さんがそれぞれ

の立場で長崎市にあるべきだということを意見として伝えてくれました。そういう

流れのなかで、今日のシンポジウムは、これまで要望をした皆さんも含めて長崎市

民が意思を表す、そういう場でもあろうと思います。 

また、先ほど田中会長からもお話がありましたけれども、市立図書館があるから

県立図書館は長崎になくてもいいじゃないかという誤解が、まだ多くの皆さんに残

っていたりもします。そういったものを解いていくいい機会になるのではないかと
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思いますし、また市立を含めて図書館をどう使っていけばいいんだろう、どう使う

のが賢い使い方なんだろうというようなことをパネルディスカッションの意見を聞

くなかで、私たちがもう一度考え直す、学ぶ場にもなるのではないかなと思います。 

今日、パネルディスカッションに参加いただいた皆さん、それから基調講演をし

てくださる原田先生を含めて、様々な情報、様々な視点、様々な分野からご意見を

頂ける貴重な機会でございますので、是非、最後までご参加いただいて、そして皆

さんとともに多くのことを学ぶ場にしたいという風に思います。 

今日のシンポジウム、非常に重要な機会でありますし、また、今日、皆さんと共

に学んだことを、ここを出た後に是非、多くの皆さんに伝えていただいて、そのこ

とがさらに理解へつながり、図書館の上手な使い方につながり、そして、県立図書

館が長崎市に残ることにもつながる、そういう１日になりますように。何よりも、

私たちがこうして今、集まっているのは、先ほど田中会長からお話があったように、

これがもし移転してしまうと後の世代の皆さんに責任が持てない、申し訳ない、と

いうことがあります。未来の世代への責任を果たすためにも、今日、シンポジウム

が終わった後に、皆さんから多くの皆さんに伝えていただきたいと思います。 

改めまして、今日ご出席いただきました多くの皆さんに心から感謝申し上げ、そ

して、これからの時間が、皆様お一人おひとりにとっても有意義な時間となります

ように心から祈念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。皆さん今

日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

（司会者）ありがとうございました。 

続きまして、長崎市議会、長与町議会、時津町議会におかれましては、昨年、「県

立図書館の長崎市での存続を強く求める決議」を長崎県及び長崎県議会に提出され

ております。本日は、多数お越しいただいております市議会、町議会議員の皆様を

代表いたしまして、長崎市議会議長 中村照夫様にご挨拶をお願いいたします。 

 

（中村議長）皆さん、こんにちは。県立図書館の長

崎市での存続・再整備を求めるシンポジウムに、

このような多くの皆さんのご出席をいただき、

誠にありがとうございます。また、今回の実行

委員会の会長をお勤めいただきました田中正明

会長様、宮川雅一様、城戸智恵弘様におかれま

しては、今日まで、県立図書館の長崎市での再

整備を考える会として中心的活動を担ってきて

いただき、今日このように盛大な市民集会を開催できますことを心よりお礼申し上

げます。 



6 

さて、県立図書館の再整備につきましては、長崎市議会をはじめ、本日ご出席い

ただいております長与町議会並びに時津町議会においても、県立図書館の長崎市存

続への決議がなされたところでございます。また、先ほどご紹介がありましたよう

に、保健環境自治連合会、老人クラブ連合会、被爆者団体、商工団体からの要望活

動も行われておりますけれども、この集会を契機に大きな目的達成まで市民運動と

して盛り上げていかなければなりません。 

県立図書館は、今年で 100 周年を迎えますけれども、現在の建物は、昭和 30 年に

被爆地長崎に世界の平和を促進する事業をおこそうということで、長崎国際文化都

市センター建設委員会が結成され、その事業の一環として建設されたものでござい

ます。 

昭和 35 年、１億１千万円、内訳、県費５千５百万円、市民をはじめ世界からの募

金５千５百万円で完成いたしております。当時の初任給が１万円を切る時代であり

ますから、今の金額に換算すれば５億円を超える市民の募金でございます。このよ

うな先人の汗と善意の結集として県立図書館ができたことを、私どもは忘れてはな

らないと存じます。 

言うまでもなく、長崎は世界史に登場する様々な歴史の舞台となった、他に類を

見ない都市でございます。県立図書館には、被爆資料のほか、海外との交流を記し

た多数の郷土史料を収蔵しており、長崎市内の史跡と共存することが県立図書館の

最大意義であると存じます。そのほか、長崎地域は、人口や大学、企業が集積して

おり、県内の交通アクセスでも良好でございます。県立図書館の機能・役割を果た

すためには、長崎市での存続以外は考えられません。県立図書館は長崎県の様々な

情報を発信する文化・教育行政の中核施設でなければなりません。今後は、長崎市

及び長与町、時津町の行政と共に、市民、町民の皆様も一緒になって声を上げてい

ただき、新しい県立図書館が将来にわたって県民のためのすばらしい図書館となる

ことを祈念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがと

うございました。 

 

（司会者）ありがとうございました。 

ここで、本日ご出席いただいている方々をご紹介させていただきます。時間の都

合上、お一人お一人のご紹介は省略させていただきます。ご了承くださいませ。ご

紹介された皆様は、その場でご起立をお願いいたします。 

長崎県議会議員の皆様、長崎市議会議員の皆様、長与町議会議員の皆様、時津町

議会議員の皆様、以上でございます。お忙しい中ご出席いただきありがとうござい

ます。 

それでは、第１部基調講演へと移らせて頂きます。壇上の皆様は、どうぞお席の

方へご移動をお願いいたします。 
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【第１部 基調講演】 

（司会者）それではこれより、第１部基調講演「長崎学における県立図書館が果たす役

割」を始めたいと思います。 

本日は、長崎県地方史研究会 原田博二会長にご講演いただきます。原田氏は、

長崎市立博物館長、長崎歴史文化博物館研究所所長などを経て、現在、長崎県地方

史研究会会長、長崎史談会会長などを務めていらっしゃいます。本日は、ひざの具

合が非常に悪い中、先生の強い意志で講演していただくこととなりました。長崎の

歴史・文化について研究されているお立場から、県立図書館が果たす役割について

お話をしていただきます。 

それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（原田氏）これから、ただ今ご紹介いただきました

ように、長崎学における県立図書館の役割とい

うことでお話をさせていただきます。 

すでにご承知のように、この長崎県立図書館

は、明治 45 年６月に開館されました。その前身

となるものが、長崎文庫でございます。長崎文

庫は、明治 27 年５月、長崎市の新橋町に開設を

されておりますが、この時の創立委員の方々、

ここでは敬称を省略いたしますが、大森鍾一、北原雅長、西道仙、松田源五郎、安

中半三郎、そして、香月薫平といった人たちでございました。ちなみにこの大森鍾

一は長崎県知事、北原雅長は長崎市長、西道仙は元区会議長、松田源五郎は十八銀

行の創立者、安中半三郎と香月薫平は学者という、当時、そうそうたる人たちによ

って、この長崎文庫は開設され、古文書
こもんじょ

を収集し、保管し、そして一般市民の閲覧、

利用に供するという目的で設立をされたわけでございます。 

この長崎文庫は、県立長崎図書館が開館いたしますと、蔵書およそ 410 冊を図書

館に寄贈、解散したわけでございます。しかし、この長崎文庫は、長崎市の最初の

図書館でございまして、当時の長崎の人たちに、長崎市に図書館をという熱い思い

があったわけであります。 

私はこの県立図書館は、県内の市立図書館や町立図書館、そういったものを統括

する総合図書館としての性格、そういったものが必要と思いますが、このことに関

しては、この後、各先生方からいろいろとお話があろうかと思います。 

長崎学の立場から申し上げますと、この県立長崎図書館には、専門館としての要

素、さらには文書館
もんじょかん

、そして、公文書館
こうぶんしょかん

としての機能が必要ではないかと思ってお

ります。現在、県内には文書館
もんじょかん

とか公文書館
こうぶんしょかん

、そういったものはないわけでありま

す。しかし、県内には貴重な古文書
こもんじょ

類がまだたくさんあり、うずもれているわけで
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あります。また、県庁をはじめ、各市役所、各町役場には、貴重な行政資料が保管

されております。そういった貴重な古文書
こもんじょ

や行政資料、そういったものを収集し、

保管し、そして県民の利用に供する、また、きちんと後世に残す。そういったこと

からも、文書館
もんじょかん

、公文書館
こうぶんしょかん

としての要素が必要だと思っているわけでございます。 

ところで、江戸時代、この長崎は、ポルトガル、オランダ、中国の影響を受けて、

独特の歴史や文化が育まれた、そういう土地柄でございます。長崎学はそういった

長崎の歴史や文化を研究調査して、そして、活用し将来の長崎の発展に役立てる、

そういう事が長崎学の使命だと思っているわけでございます。長崎学は、明治以降、

現在まで続いているわけでございますけれども、明治時代にその基礎を築いた人た

ちについてご紹介いたしますと、例えば、西道仙と金井俊行の二人だろうと思って

います。西道仙は先ほどご紹介しましたように、長崎文庫の創立者の一人でござい

ます。本業は医者でしたが、政治家で学者、さらには書道家であったわけなんです。

また、金井俊行は長崎代官所の手代、つまり家来の家柄に生まれ、四代目の長崎区

長に就任しておりますが、古文書
こもんじょ

の収集事業を積極的に行いました。集められた

古文書
こもんじょ

類は、現在でも、長崎区役所本として保管されているわけなんです。こうい

った史料の蓄積があったから、その後のいろんな編さん事業、特に大正 12 年から昭

和 13 年にかけて行われた、長崎市史８冊の刊行へとつながっていったわけなんです。 

このように、長崎学、特に、今お話ししましたように、長崎市史８冊が刊行され

たわけですが、このころから外国の文献がさかんに導入されます。その中心となっ

たのが、これからは先生と呼びますが、古賀十二郎先生だったわけです。古賀先生

は、長崎市五島町、福岡藩のご用達を務めた古賀家の 12 代目として生まれたわけで

ございます。東京外国語学校、現在の東京外国語大学を卒業。卒業後は豊かな語学

力を武器に、長崎の歴史や文化の研究を行い、現代の長崎学の基礎を確固たるもの

にされたわけでございます。そして、長崎学を日本、さらには世界の長崎学に高め

られたわけでございます。 

この古賀先生の長崎学、その後は、芥川龍之介とか斎藤茂吉の門人でありました

渡辺庫輔
こやすけ

先生、そして、県立長崎図書館の館長でものしり手帳（ラジオ番組）の永

島正一先生、黄檗
おうばく

研究家の宮田安
やすし

先生、古文書
こもんじょ

学の石田保
たもつ

先生、そして、現在の

越中哲也先生へと、脈々と続いているわけでございます。この長崎学の成果が、長

崎市政 120 周年を記念して、このたび刊行されます新長崎市史として、大きく花を

開かせようとしているわけなんです。 

このように長崎学についてお話をしてまいりましたが、このように申しますと、

長崎学というのは難しい学問のように聞こえるのではないでしょうか。しかし、決

して難しい学問ではございません。私たちの身近なもの、例えば長崎の方言とか、

精霊流し、長崎くんちといった年中行事、長崎の風俗や習慣、ちゃんぽんや皿うど

んといった食べ物、そういった長崎に関するものは何でもかんでも長崎学の範疇、
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長崎学の守備範囲であるわけなんです。 

このように、お話をしてまいりましたが、これらは長崎における長崎学のお話で

ございました。県内にはいろいろな学問、例えば、佐世保市には佐世保学、平戸市

には平戸学、島原市には島原学、もっと細かく申しますと、時津町には時津学、長

与町には長与学、そのように県内各地に地域に根差したいろんな何々学があるわけ

です。こういった県内のいろんな何々学、こういったものをまとめて、これを県の

レベルで、この場合では長崎県学と申すべきでしょうが、長崎学を形成し、そして、

これをまとめる、これが県立図書館の大きな役目ではないかと、そのように思うわ

けです。 

また、長崎大学をはじめ、いろんな大学と提携をして、長崎学の質、レベルの向

上を図ることも必要でございます。また、最も急がれることは、この長崎学を担う

人材、若手の後継者を育成し、長崎学の底辺を広げていく。こういったことが非常

に大事なことだと思われるわけでございますが、こういったことはすべて県立図書

館があれば可能であるし、また、やらなければならないことではないでしょうか。

さらに、これらは県立図書館が果たすべき大きな役割の一つと思うわけでございま

す。 

本日は、長崎学における県立図書館の役割というものをお話しさせていただきま

した。これで私の基調講演を終わらせていただきます。 

 

（司会者）原田会長、体調が悪いなか、貴重なお話をいただきまして、本当にありがと

うございました。 

それでは、５分間の休憩をはさみまして、次のパネルディスカッションに移らせ

ていただきます。準備が整うまで、しばらくお待ち頂きますよう、宜しくお願いい

たします。 

 

【第２部 パネルディスカッション】 

（司会者）それでは、パネルディスカッションを始めさせていただきます。 

テーマは「なぜ、県立図書館が長崎市になければならないのか」でございます。 

それでは、パネリストのご紹介をさせていただきます。 

図書館づくりと子どもの本の研究所主宰 平湯文夫様、 

長与町図書館協議会委員 小袋朋美様、 

長崎市子ども文庫連絡協議会会長 濵口美佐江様、 

実行委員会顧問 城戸智恵弘様、 

実行委員会副会長 宮川雅一様、 

以上の皆様でございます。 

コーディネーターは、実行委員会会長 田中正明様です。 
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また、パネルディスカッション終了後にコメントをいただきます田上長崎市長、

葉山長与町長、浦川時津町副町長には、後ほどご登壇いただきます。 

それでは、これからの進行をコーディネーターの田中会長にお願いいたします。 

 

（田中氏）では、改めまして、皆様よろしくお願いいたします。 

すでに、田上市長、中村議長のご挨拶や原田先生の基調講演で、なぜ、県立図書

館が県都長崎市になければならないのかということについて、大変理解が深まった

と思います。これから、各方面の権威の方々からご意見をいただいて、市民として

の私たちの一層の理解を深めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

一人一人の持ち時間は７分とさせていただきますので、厳守でお願いします。 

では、早速、平湯さんにお願いをいたします。 

 

（平湯氏）一応、図書館のことを学び続けている

専門家だということで、今日の厳しいテーマ

からは少し離れて、図書館そのものの話をし

てもいいということでお引き受けしましたが、

このことをお話させていただくとなると、せ

めて３時間いただきますと少しいい話ができ

るかと思いますけれど、７分でというのは本

当に至難の業です。実は、今朝、少し早めに

起きましてメモなどつくってはみましたが、到底、７分では話せそうにありません。

そこで、このメモは無視しまして、なるようになるという気持ちでお話ししたいと

思います。 

日本の図書館というのは、ここ半世紀あまりの間でものすごく変わりました。私

は、長崎北高ができました頃、30 歳の時にそこの国語の教員として長崎にやってき

たわけですけれども、その時の受け持ちの子が私のところへやってきまして、長崎

県立図書館の本を借りるので保証人になってほしいと言うんですね。今は考えられ

ないと思いますが、そういう図書館でした。それから、長崎県立図書館の今の２階

から３階に登るところの登りかけのところに、机を 1 つ置いて図書館員の方がおら

れて、そこで入館票を書かせていたわけですね。住所、氏名、そして、どこの席で

利用するというのを書いて、座席票をもらって利用していたんです。そういうのは

長崎だけじゃなくって、例えば、熊本県立図書館では、書棚から取り出してテーブ

ルで調べたり読んだりする本を１冊１冊紙に書かなきゃいけなかったんですね。考

えられますか。そういうのが当時の図書館でした。それは長崎だけじゃなくて、日

本中そうだったんです。 

ところがそれが、今から 47 年前に、東京の西の郊外の日野市というところで、図



11 

書館の革命が始まったんです。それから日本中に広がっていったわけです。それは

ものすごい勢いで広がりました。 

公共図書館というのは、一応、明治維新とともに誕生したわけです。一応できた

わけですけれども、日本国民、市民のために役立つような図書館にはならないまま

100 年過ぎました。その 100 年経ったところが、今から 47 年前になるわけです。そ

こから日本の図書館に革命がおきまして、その動きを貸出冊数のグラフで見ますと、

このように（手で示しながら）最初は緩やかに上って、それがこのようにどんどん

加速しながら上がっていったわけです。けれども、長崎県の図書館は、全国の動き

のようには上っていかなかったんですね。そして、全国で最下位、あるいは２位を

宮崎県と競い続けていたんです。 

それが今ではどうかと言いますと、今の県立図書館は素晴らしいんです。あの古

い小さな建物のなかで、図書館の方たちは大変頑張られて、また、長崎県下の市、

町の図書館も一緒に協力し合って、長崎県の公共図書館は、10 数年前まで、全国で

最下位か２番だったのが、最近では 25 位ぐらい、真ん中ぐらいまで来ています。そ

れはもうすごい発展です。 

それからまた、長崎市に市立図書館がなくて、県都において全国で最も遅れてで

きたわけですね。例えば、福岡市に比べて 40 年近く、熊本市に比べても 30 年近く

遅れました。しかし、４年前に長崎市にも図書館ができて、大盛況です。素晴らし

いことですね。そういう風に変わっているわけです。 

私は、こういう風に全国の図書館が発展していくのに、長崎県が取り残されてい

るということをよく知っておりましたので、東京や大阪や名古屋などへも行きまし

て、実際に見て、勉強もしておりましたので、長崎県や長崎市の図書館を発展させ

ようと頑張ったわけです。 

具体的には、西日本新聞、長崎新聞、毎日新聞、合わせて 80 回ほども連載しまし

た。私が投稿したわけじゃないんです。新聞社の方で、私に書かせなければならな

いということで、私に連載させてくださったわけです。しかし、長崎の方々は、そ

れにうまく反応してくださいませんでした。県議会議員の人たちも、市議会議員の

人たちも、決していい反応は見せてはくださいませんでした。 

また、香焼町の図書館を新しく改装することもしました。ハード的にも、運営的

にも変えて、そして、たちまち全国２位。それを３年位続けました。それは 30 年前

のことです。それでもなかなか反応がありませんでした。時間がきましたので、は

しょらなければなりません。 

それなのに、今日はこれだけの方々に集まっていただいたということは、夢のよ

うです。市議会議員の方たちも、県議会議員の方たちも、是非、これから長崎の図

書館をよくすることに頑張っていただきたいと思います。 
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（田中氏）ありがとうございます。平湯先生もおっしゃいましたが、主催者として、今

日、文化で人が集まるかなと心配していたんですが、こんなにたくさん集まってい

ただいて、本当に感謝感激でございます。 

平湯先生は、図書館学の日本的な権威として活躍されて、いろんな実践活動を積

み重ねてこられた方です。簡潔に述べていただいてありがとうございました。 

それでは、小袋さんにお願いいたします。 

 

（小袋氏）私は、長与町に住み、長崎市で働き、

時津町に買い物に行っております。市内に父

がいるんですが、今日のことを話したら、案

の定、「長崎市には図書館のできたけん、大村

でよかとじゃなかとね。」と言われました。た

だこれは一般的な反応だと思います。なぜな

ら、県立図書館ならではの大事な働きである

市や町の図書館の支援ということについては、

一般の利用者には見えないからです。市や町の図書館に本を貸すということ、また、

支援するということ、それが県立図書館が存在する１つの大きな意義です。 

私は、平成 18 年に県立図書館のあり方懇話会というのに参加させていただきまし

たが、その資料のなかで県内の市や町の図書館委員さんへのアンケートの結果があ

りました。それを見ると本当に、市や町の図書館がどれだけ県立図書館を頼りにし

て、あてにして、期待しているかというのがものすごく伝わってきました。 

今回の再整備検討会議の答申のなかで、長崎市か大村市かという場所のことが出

てたんですが、現時点で私が主に図書館の立場から見てみると、やっぱり長崎市が

いいんじゃないかなと思いました。その理由を３点ほど述べたいと思います。 

まず、長崎県の場合、離島というものをしっかり考えないといけないと思います。

離島に本を送るにしても、離島から職員さんが研修に来るにしても、やっぱり、ま

ず最初に使う移動手段は船が多いんですね。そういうアクセスが良いということ。 

それから、県立図書館の研修会に集まる職員さんたちには、別に大きな目的があ

るそうなんです。それは何かというと、本屋さんに行って、実際に図書館に置ける

本を手に取って見る。それが楽しみでもあり、大事な仕事でもあるそうなんですね。

そうすると、やっぱり県立図書館があるところに、大きな書店が複数あるというの

は、１つの大きなポイントになるのではないかと思われます。 

それからまた、もし、人口が少ないところに県立図書館が移ると、今、県立図書

館の年間の直接貸出の冊数というのが 30 万冊以上あるんです。直接貸出ですから、

直接来る人というのは、大体この近郊の方が大部分だと考えるのが自然だと思うん

ですね。それがもし、大村市に行った場合に、この方たちがわざわざ大村市に借り
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に行かないと思うんですよね。長崎市立図書館を通じて県立図書館から借りるとい

うことになると思うんですが、その間接貸出が今までの直接貸出の１割だとしても、

３万冊を大村市から長崎市近郊まで運ばないといけないということになります。そ

うすると、今、巡回協力車が回って本を運搬してるんですが、それが長崎市に１回

来ないといけなくなるという状況が予想されるんですね。そうすると、今まで巡回

協力車が行けてたところも、物理的に考えてこっちに手間がかかるのであれば、そ

れ以外のところに行くのが手薄になるということも十分考えられます。それで、今

回の答申を見てみると、大村市に移れば、月２回だった巡回が３回できるんじゃな

いかという予想が立ってたんですけども、私は今言った理由で逆じゃないかなと思

うんですね。 

それで、一番の問題は、今、大村市にできた場合には、県立と市立図書館の合築

というものが案として浮上していると聞きました。今、県立図書館は、やっと市立

図書館ができたことで、本来の県立図書館としての役割を発揮し始めています。協

力貸出の冊数というのは年々伸びていますが、今、全国でトップテンです。それか

ら同じように、レファレンスという相談業務の件数も今、全国でトップテンに入る

んですね。それくらい頑張ってます。 

それに比べて、県立図書館の職員数というのは、全国のワーストテンに入ってい

ます。つまり、少ない人数でものすごくたくさんの仕事を頑張っているんですね。

だから県は、もっとそのことを評価してほしいなと応援団として思っています。も

し、単にお金の節約ということのために合築ということを考えるのであれば、きっ

とその後、県は市の、市は県の予算をあてにしながら、図書館へのお金が減らされ

ていくんじゃないかなと予想されるんですね。そうなっていくと中途半端なものに

なっていくと思うんです。これは長い目で見ると大きな無駄になっていくと思うん

ですね。予算が厳しいというのはどこの県も同じですよね。だからなおさら県民と

いうのは、県がどうお金を使うかというのをしっかり見ると思います。それは市で

も同じなんですけども。 

やっぱり図書館というのは、皆さんお使いになると思うんですが、生活施設です。

決して、ただの文化のシンボル的なものではないです。県立図書館に元気があれば

市町図書館を元気にしていけます。だから、元気な県立立図書館であるために、今

から考えてほしいなと思います。 

 

（田中氏）小袋さんから、なぜ、県立図書館が長崎市になければならないのかという具

体的な切込みをしていただきました。 

今の意見の中に、是非、ご出席の皆さんに気にしていただきたいことがございま

した。それは、大村市の方々の意見の中に、県立図書館と市立図書館を合築という

意見が出ておりますが、これは裏返しますと市立図書館の代わりをさせようという
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ような狙いがあるような感じがいたします。このことは問題にしていただきたいと

思います。 

それから、利用者の問題もありましたが、昨年の大村市議会の議事録を読んでみ

ますと、今、県立図書館の利用は 30 万位ですが、大村に移ったら 10 万位に減るだ

ろうと認めているんですね。そういう認め方をしながら誘致しようというのは矛盾

しているんじゃないかと感じるんですが、そういう問題提起もしていただきました。

ありがとうございました。 

それでは次に、濵口さん、よろしくお願いいたします。 

 

（濵口氏）まずはじめに、子ども文庫のことをご

存じない方もいらっしゃると思いますので、

簡単に説明させていただきます。 

子ども文庫は、「子どもたちに良い読書環境

を」を目的に、昭和 50 年、長崎市に発足いた

しました。当時は、若草町にありました図書

センターを中心に活動しておりました。現在

は、滑石公民館で定期的に読書講座やお話会を開いております。また、昨年からは、

依頼があればどこにでも駆けつけ、お話会を開く、お話し出前隊の活動を本格的に

始めました。読書の楽しさ、大切さをたくさんの人に伝えたいと願って活動してい

る団体です。 

さて、私の意見を述べさせていただきます。図書館というと、皆さんは何を連想

されますか。私は棚に並べられたたくさんの本を思い浮かべます。本は、人の言葉、

感性、表現力、想像力を養うのに大きな力を発揮します。そんな本との出会いの場

である図書館は、多くの人に利用されてこそ、その役目を果たすのではないでしょ

うか。 

現在、長崎市の人口は約 45 万人。対して大村市は 10 万人弱。その数からして、

利用者は長崎市の方が断然期待できます。しかも、現在も行われている長崎市、時

津町、それから長与町への協力貸出も含めるとかなりの数になります。ちなみに、

時津町は人口およそ３万人、長与町は４万人です。長崎市には市立図書館もありま

すが、利用者が多く飽和状態で、新しい県立図書館の建設が期待されるところです。 

また、県立図書館は、長崎市の貴重な歴史・文化史料を数多く所蔵しています。

おくんちや幕末の史料などは使用頻度が高く、長崎市にあってこそ意義があるもの

と考えております。それが遠い場所にあり、長崎市が何度も取り寄せる機会が増え

るとなると、紛失などの不安要素も考えられます。唯一無二の資料のためにも県立

図書館の長崎市存続を願います。 

読書は伝統的な文化遺産を継承していくことにもなると言われています。子ども
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たちが長崎の歴史、原爆の資料などに多く触れることで、平和を願う未来の長崎を

支える大きな力になることでしょう。 

そして余談ですが、私は今回のシンポジウムの打合せの際に、他のパネリストの

皆さんのお話を聞くことによって、いろんな勉強をさせていただきました。特に、

他の皆さんの図書館に対する、郷土史の史料に対する情熱をお伺いすると、これは

絶対に、県立図書館を長崎市に存続させなければいけないんじゃないかと強く思い

ました。 

文化の出窓とうたわれた長崎にふさわしい都市計画を。是非、長崎市に県立図書

館の建設を希望いたします。 

 

（田中氏）ありがとうございました。 

次に、城戸さんにお願いいたしますが、城戸さんの資料は皆さんにお配りしてい

るチラシの中にも印刷しておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

城戸さんは、「長崎消息」という本の昨年の 10 月号と 11 月号に県立図書館のあり

方を問うというテーマ、そして、県都長崎市に県立図書館はあるべきだという主張

をなさいました。 

かつては県議会の論客でございますが、今日はいろいろと割愛していただいて、

簡潔に述べていただきます。よろしくお願いします。 

 

（城戸氏）私に与えられたものは、県立図書館が

建てられた経緯、こういうことでございます。

戦後間もない昭和 23 年の暮れに、一通の電報

が長崎市役所に届きました。ＧＨＱから出た

情報で、広島が特別立法で平和記念都市建設

法というのを作るというもので、国の補助金

は３分の２、そして、国有財産は無償で払い

下げをするというものでした。これに驚いたのは、時の市長、大橋博、議長は望月

庄七という方でございます。これに強い関心を示したのは、杉本亀吉市議会議員で

す。これは大変だということで、年末から１月にかけまして上京し、時の政府と交

渉いたしまして、何とか特別立法を長崎にも作ろうという運びとなりました。 

法律は、長崎国際文化都市建設法という名前の特別立法でした。24 年の５月の国

会で、無事、特別立法は制定されました。また、一つの都市に適用される法律とい

うのは、憲法 95 条地方自治の項目により、住民投票がなければ発効を見ないという

ことで、７月７日に住民投票もしました。そして、法律が施行されたのが 24 年の８

月９日でございました。式典を開いて、お祝いをしたというのが特別立法制定のい

きさつでございます。 
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昭和 26 年になりますと、この特別立法に基づきまして長崎文化都市建設というも

のが、既存の都市計画を少し見直しましてできたわけでございます。港湾、道路、

上下水道、そういうものがどんどん整備をされていきました。関係する国有財産は

全部長崎市が無償で取り込んでいきました。 

さて、歴史は流れてまいります。長崎国際文化都市という名前を付けたのは、や

はり、戦争の惨禍から文化で長崎が生きていかないといけない。昭和 30 年になりま

して、長崎国際文化センター建設委員会というのができました。時の知事は西岡竹

次郎でございます。その時のメンバーには労働組合も入りました。商工会議所も、

もちろん先頭を切って入りました。会長が知事、副会長は田川務長崎市長、副知事

の佐藤達也さん、それに財界の重鎮でありました中部悦郎さん、県議会議長の金子

岩三さんなどがポストに座られました。また、国関係の代表者は有名な方ばかりだ

ったんです。名誉総裁には秩父宮勢津子妃殿下、そして総裁は鳩山一郎、副総裁は

社会党の鈴木委員長、そして、自民党の三木武吉、こういう人たちに後押しをされ、

そして、全国から 15 億円の募金の目標を立てました。そして、内外から多くの寄付

金が集まり、県立図書館建設の建設費１億２千万のうち、６千万が県費で、あとの

６千万が寄付金という形で建設されました。 

実際に県立図書館の建て替えはどうしたかというと、ここの後ろの水道局、これ

が２年間の仮庁舎でございました。私はよくそこに通いました。その隣には、商工

会議所の赤レンガの建物がありました。こうして県立図書館ができたんですが、重

要な文物はどうしたかといいますと、出島に石蔵がありましたが、そこに移したわ

けです。そして、なおかつ、皆さんに知っていただきたいのは、日本は傾斜生産方

式という石炭と鉄の集中的な生産を開始していた状況でしたが、図書館だけは石炭

がたくさん配給されました。石炭がなければ、今日のような寒い日には書物なんて

読めないんですよ。昔の図書館ですから、隙間風がどんどん入ってきます。 

それで、私は、県立図書館は県都長崎市にあるべきだということを主張いたしま

した。今でも国際文化都市事業の精神は生きていますよと。不断の努力をしていか

ないといけないということです。だから、今の市議会議員の先生方と田上市長さん

が先頭に立って、県とケンカをしてでもいいですから、この県立図書館をよその都

市に取られてはならない。ですから私は文献のなかで「他都市移転ならば長崎市民

に了解を取るべきでは」と言っています。 

私が結論的に申しあげたいことは、長崎市のためばかりじゃありません。県の文

化行政をどうするかという視点で言うならば、人・物・金・情報、この４つがなけ

れば県立中央図書館にはなりません。市や町の図書館の後方支援をするならば、県

立図書館の本当の地力がなければできません。そういう立派な図書館を、ぜひ長崎

に造ってくださいよというのが私の強い要請です。そのためには、田上市長さんも

大村と綱引きするような低い次元の話ではなくて、基金制度でも設けていただけま
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せんかということまで申し上げたいと思います。 

 

（田中氏）歴史的な経緯が鮮明になったという気がします。ありがとうございます。 

文化的行政という視点を取り入れたということで、私たちが肯定したくなるよう

なご意見がございました。そして、皆さんもお感じになったと思いますが、国際文

化都市建設法は生きている。砕いていえば、もし、大村に移すならば、知事は長崎

市民に了解を取るべきだということは、私たちは肯定したくなるようなご意見だっ

たと思います。 

それでは宮川さん、お願いします。 

 

（宮川氏）まず、最初に申し上げたい私の心情の

１つは、私は平和主義者でございますので、

大村の皆さんとこの問題でなんかぎくしゃく

しているというのが苦になっております。私

は大村に何回も行きましたし、古い歴史をお

持ちだし、散策するのに非常に楽しいところ

なんですよね。そういうことで、これからも

親しくしたいと思っているんですが、ただ、

この問題だけは、長崎市だけのためじゃなくて、県全体のために長崎市に置いてお

かないと大変なことになると思っております。後で、長崎市民の皆さんはもちろん

ですけども、長崎県民の皆さんからも、どうしてなんだと言われそうでしょうがな

いので、あえて私としては、是非、存置してしかるべきということを、今までずっ

と皆様方に訴えてまいりました。 

とにかく図書館というのは何かということが、今までのお話でお分かりいただい

たと思うんですけども、情報があるところ、情報が最もとりやすいところにあって

しかるべきだと思います。そう考えると、長崎市じゃないといけないと思うんです。 

情報というのは、ただ黙ってくるわけじゃないんです。誰が持ってくるかという

と利用者なんです。利用者が、図書館にこういうものはないのかという質問をする。

また、もちろん図書館の皆さんも、こういう本が出てるからぜひ持っとかないとい

けないというように、いろいろな研究をされていますので、その両者が相まって、

初めて将来に残すべき立派な資料が、今までの 100 年の歴史のなかで長崎県立図書

館には積もり積もってきたわけです。その中に、長崎市民の財産だったものを寄贈

していただいたものもたくさんございます。そして、これからもおそらく、寄贈さ

れる図書が一番多いのが長崎市だろうと思います。そういうことも含めて、情報が

集まりやすいところとして、長崎市でないといけないと思っているわけです。 

そして、なんと言いましても、大村市に移ったら、長崎市民は大変ですよ。とい
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うのは、今、資料の一部が歴史文化博物館に移っています。今は隣にあるからいい

んですが、これが今度は大村まで見に行かないといけなくなったら大変なんですね。

くんちの資料で言うと、明治時代の資料はこっち、大正時代の資料はあっちとなっ

たら大変です。昔のくんちの資料はいくら市立図書館に行ってもないんですよ。そ

ういうことで、長崎市民の立場から見ると大変なことになる。 

また、先ほどお話がありましたとおり、今、市立図書館は満杯ですよね。そうい

いながら、県立図書館もいつ行ってもたくさんの人が勉強されています。そういう

ことをいろいろ考えますと、是非これは、長崎に置いておいていただきたい。そし

て、どんなに立派な資料があるかということを、皆さん実際に見てみてください。

今現在、県立図書館の４階で、平成 23 年度長崎ゆかりの文学展というのをやってい

ます。長崎には、司馬遼太郎とかたくさんの方が勉強や視察に来られており、そう

いう人たちの芳名録が残っております。そういう人たちが史料収集の大きな役割を

果たしました。場合によっては、古い史料だけを長崎市に残して、他のものは向こ

うに行くというような考え方もあるようですから、こんなこと絶対やったらいかん

ですね。これは図書館の破壊になると思います。 

そういう意味で、いかに立派なものがあるかを、是非、今日の帰りにでもちょっ

と４階まで上がって見てください。署名入りの本なんて言うのはぞろぞろあります

し、原稿もありますし、写真もそろっているんですよ。そういうことを皆さんも考

えていただいて、是非、長崎市にないと県全体がまずいということを再度申し上げ

まして私のお話にさせていただきます。 

 

（田中氏）皆さんご存知のとおり、宮川さんは前の助役さんでございます。そして、現

在は、長崎学の研究家として活動されております。今のご意見のなかで皆さんの心

の中に留めていただきたいのは、資料が分割されている、歴史文化博物館に図書館

の資料を移されているという問題がありましたが、これは理想的な立場、総合性と

いう立場から言うと、分割すべきではない。事実、利用しにくいという意見もあり

ます。これも問題だということを意識していただきたいと思います。 

そして、文学展の話も出てまいりました。先ほどの城戸さんのお話にもありまし

たように、この問題を考えるのは、県都にと

どめるということだけではなく、将来、県都

にある県立図書館はいかにあるべきかという

ビジョンの問題も考えなければなりません。

その１つに総合文学館的な役割を果たしてほ

しいという問題も提起していただきました。

ありがとうございました。 

ちょっとお断りしておきますけれども、時間が許せば今日、ご参加の皆様からご
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意見をと考えておりましたが、時間が経過してまいりましたので、これは省かざる

を得ないのかなと思っております。結果的に演壇討議という形にさせていただきま

すが、どうぞ補足があればお願いします。 

 

（城戸氏）立派な市立図書館があるから、県立図書館はいいじゃないかと言われる方が

中にはいらっしゃいますが、市立図書館と県立図書館は次元の違うものだというこ

とをご理解ください。一言で言えば、一般の民間病院があって、大学病院や市民病

院のような救急病院があるというイメージで考えていただければわかると思います。 

もう一つ大事なことは、人・物・金・情報といいましたけれども、図書館という

ものは、双方からの出入りがなければだめです。文物の蓄積、そして直接サービス

をする市民、長崎市、長与町、時津町を合わせると 50 万人を超します。それだけの

直接サービスができる。だから、図書館の価値は、出入りがなくてはだめだという

ことを知っていただきたい。 

県都長崎市にないとどうしようもないということを、県政に携わる方、特に県議

会議員の皆さんにご理解いただいて、苦言も呈してもらわなければならないと思っ

ております。 

 

（田中氏）ほかはよろしいでしょうか。それでは、次に移りたいと思いますが、県立図

書館には貴重な被爆資料も収集・保存されて研究されています。今日は、被爆者団

体の方にもたくさんおいでいただいておりますが、昨年 10 月に県立図書館を長崎市

に存続させるべきだという要望をしていただきました。その代表的なお一人で、県

平和センター被爆連の川野浩一議長さんがおいでになっています。せっかくの機会

でございますから、要望の経過や原爆資料と県立図書館の関連性などについて、簡

潔に述べていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（川野氏）県立図書館の長崎市での建設の経過に

ついては、ただ今お話がありました。私は、

被爆者の立場から簡潔に訴えさせていただき

ます。 

長崎市といえば、鎖国時代に開かれた港町

として、独特の華やいだ異国情緒の歴史を育

んできたことで知られています。もう一つの歴史、昭和 20 年８月９日、原爆投下に

より、一瞬にして長崎の町は壊滅し、15 万人の人々が死傷し、今もなお、多くの人々

は苦しんでいる悲惨な歴史を忘れてはならない。 

その長崎のまちを復興させたのが、昭和 24 年の特別立法による長崎国際都市建設

法であり、昭和 30 年の長崎国際文化センター建設事業です。そして、そのシンボル
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として県立図書館が建てられたのであります。県立図書館自らが被爆者でもありま

す。また、詩人としても有名な山田寛さんが創立以来勤務されています。今は、残

念ながら故人となられましたが、「原爆に関する資料や文献は全部図書館に集めと

っけん。いつでも、なんかいる時はゆうてくれんね。」こう声をかけておられます。 

原爆資料館が長崎の原爆の悲惨さを見せるところとするならば、県立図書館は原

爆の残虐性を余すところなく語るところだと思います。その県立図書館が被爆地長

崎に無くして何の意味があるのでしょうか。長崎にあってこそ、被爆の実相が語ら

れる。被爆者は年々年老いて、あの日のことを語る人は少なくなってまいりました。

しかし、図書館は不滅の語り部なのです。長崎に残してください。長崎で建て直し

てください。ありがとうございました。 

 

（田中氏）ありがとうございました。 

今のお話でお分かりのように、原爆資料を調べるために、なぜ大村まで行かない

といけないのか。このことからも県都になければならないと感じられたと思います。 

これをもちまして、パネルディスカッションを終わらせていただきたいと思いま

す。 

 

（司会者）パネリストの皆様、川野様、コーディネーターの田中会長、どうもありがと

うございました。 

それでは、田上長崎市長、葉山長与町長、浦川時津町副町長から、コメントをい

ただきたいと思いますので、どうぞご登壇をお願いいたします。 

 

（司会者）はじめに葉山町長、お願いいたします。 

 

（葉山町長）今日は、この貴重なシンポジウムを開いていただき、参加させていただき

まして、誠にありがとうございました。 

先ほどから、パネリストの皆様の貴重なご意見、お考えを拝聴させていただきま

して、私も本当に勉強になりました。過去からの経緯で長崎市にあるべきだという

お話は、全くそのとおりだという思いで聞かせていただきました。講評というお話

でしたが、今日は、県立図書館は、是非、長崎市に存続してほしいという日頃の思

いを少し述べさせていただきたいと思います。 

県立図書館の成り立ちと長崎市の関係、また、県立図書館の機能と効果を最大限

に発揮するための立地条件等につきましては、先ほどからのご意見のとおりだと感

じております。現在の県立図書館は、原爆被爆の時から復興と平和のためのシンボ

ル的な施設として、多くの方からの善意により築かれたものであり、長崎に関する

貴重な郷土史料や原爆関係資料、大正期以降の行政資料など、過去の多くの専門図
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書を所蔵されており、長崎にあって県下における知の拠点としての役割を存分に発

揮されておると考えています。 

現在、老朽化に伴う県立図書館の建替えが、その立地場所を含めて検討されてい

ることはご存じのとおりでありますが、立地場所の検討にあたっては多くの県民の

皆様が利用できる場所であること、県立図書館の成り立ちや蔵書の特長を踏まえた

知の拠点としての学術的機能が最大限発揮される場所であることが重要だと考えて

おります。 

これらの視点から考えますと、長与町、時津町を含めた長崎圏域は県全体の３分

の１以上の人口を抱え、大学等の教育機関や企業の集積、人口分布や離島地域を考

慮した交通アクセスの利便性が最も確保されている地域であると考えております。

また、原爆の悲劇からの復興や平和を希求する象徴であり、数多く長崎学に関する

史料を所蔵する県立図書館は長崎市にあってこそ、その存在意義が最大限に発揮さ

れるものであると考えています。 

そのような視点から、長崎市での存続・再整備は不可欠であり、また、当然のこ

とだと考える次第であります。 

今回のシンポジウムにおきましては、長与町からも多くの皆様に参加していただ

いております。長崎市に隣接する長与町にとりましては、県立図書館は直接利用を

含めた身近な公共図書館として、活発な利用がなされているところでございます。

長崎市と多様な歴史・文化を共有してきた長与町にとりましては、県立図書館にか

ける思いは、長崎市の皆様と同様でございます。県立図書館の長崎市での存続につ

きましては、昨年来、長崎市、長与町、時津町の三者合同で県への要望を行ってい

るところでございます。議会にとりましても、長崎市での存続に関する特別決議が

なされておるところでございまして、同様の要望がなされているところでございま

す。 

今回のシンポジウムを通じて、県立図書館の長崎市での存続意義を改めて確認を

でき、また、長崎市での存続を強くアピールできたと思います。 

先ほどから、場所の問題もいろいろとご指摘がありました。どこにどういう形で

ということについては、是非、こうしてご参会の皆様と一緒に共同歩調を取りなが

ら、できる限り早く、場所についてはこういう所を準備できるくらいの思いを発信

できれば幸いと思います。今日は市長さんもいらっしゃるので、是非、そういう点

も含めてお願いできればなという希望を含めて話をさせていただきました。ありが

とうございました。 

 

（司会者）どうもありがとうございました。 

続きまして浦川時津町副町長にお願い申し上げます。 
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（浦川副町長）主な部分につきましては、先ほど長与町長さんがお話をされていました

ので、私が多くをお話しできるわけではありませんが、今日出席させていただきま

して感じたことを若干お話しさせていただきたいと思います。 

県立図書館の建設場所の問題につきましては、利用者の問題とか、企業や大学と

の関係などから、当然、長崎市に建設をされるものだろうというような気持ちを持

っておりました。これは田中会長さんが挨拶でおっしゃられた通りだと思います。 

それが、建設候補地に長崎市以外も挙がっているということ自体がよくわからな

いことでありましたが、今日、出席をさせていただきまして、長崎学という歴史的

な問題、あるいは、平和問題、そういったことから、県立図書館が長崎市民と共に

建設され、運営されてきた 100 年間の重みといいましょうか、そういったものがあ

ったんだなということを、知ることができました。 

こういったことをもっと大切にしながら、機能だけの問題で長崎市かどうかとい

うことではなくて、市民の心の中に県立図書館がどう位置づけられているのか、そ

ういったことをもう少し考えながら、場所の問題も含めて検討されるべきではない

かなということを、今日は強く感じております。 

時津町は長崎市の隣にありまして、市立図書館を含め県立図書館も一緒に利用さ

せていただいております。仲間に加えていただきながら、時津町の方も、県立図書

館が長崎市内に建設されることを望んで、今日、たくさん出席をさせていただいて

おりますので、田上市長さんと一緒に長崎市内に建てられるよう共に頑張りたい決

意も併せてさせていただきながら、感想といいますか、挨拶にさせていただきたい

と思います。ありがとうございました。 

 

（司会者）ありがとうございました。 

それでは最後に、田上長崎市長、お願いいたします。 

 

（田上市長）今日は、５人のパネリストの皆さんからいろんな視点で、どうして長崎に

というご意見をいただきました。まず、パネリストの皆さんにお礼を申し上げたい

と思います。本当にありがとうございました。 

そのなかで、過去の、いろんな歴史の話がありました。それは非常に大事なこと

で、国際文化都市建設法、それから、被爆資料のお話もありました。それから、長

崎学のお話がありました。そういう県立図書館がこれまで果たしてきた、あるいは、

今も果たしている、これからも果たしてもらわなければならない過去の歴史のお話

し、これは非常に重要な視点だと思います。 

私も、県立図書館、高校時代から通っていた場所ですけども、県立図書館の前に

古賀十二郎先生の記念の碑があって、そこにこういう言葉が書かれています。「港あ

り 異国の船をここに招きて 自由なる町をひらきぬ 歴史と詩情のまち長崎 世
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界のナガサキ 古賀十二郎」と書いてあるんですけども、それを見る度に、こうい

う人たちが史料をたくさん集めてくれて、そして、それが多くの人たちに歴史を伝

えてくれているんだ。歴代の館長さんたちがそれを守って発信し続けてくれている

んだと感じる場所でもあります。そういう、これまで積み重なってきた長崎の思い

であったり、歴史であったりというのをしっかり伝えていかなければならないと思

います。 

それから、目を閉じて未来の方に目を向けた時に、これがもしこういう所に行っ

てしまった時にどうなるんだろうかということが、皆さんからお話がありました。

実際に全国の県立図書館のなかで、県庁所在地以外に県立図書館を持っているとこ

ろが２つあって、兵庫県と北海道なんですけども、この２つとも実際の実績として

貸出冊数がガクンと落ちています。桁が違う落ち方をしていて、だからこの話が長

崎で起こった場合にどうなるんだということは、ある意味見えているわけで、そう

すると平湯先生がおっしゃった、せっかく真ん中くらいまで来たというのが、また、

元に戻ってしまうんじゃないかということをするわけにはいかないと思いますし、

それから、県立図書館と市立図書館の違いの話もあったんですけど、蔵書の内容が

違うんですね。今日いただいている資料の一番裏面の一番下に、県立図書館と市立

図書館の違いということでいろいろな数字が並んでいますけど、この中の蔵書数で

見た時に、市立図書館は県立図書館の半分くらいしか蔵書数がないんです。しかも、

本の種類が違っていて、専門書はやはり県立図書館に行かないとありませんので、

私もよく本が急いで欲しい時に、本屋にない時には探したりするんですけども、私

が欲しい本はほとんど市立図書館にはなくて、あったとしたら県立図書館にしかな

いんですね。そういう人たちが長崎にはたくさんいて、大学があって、企業があっ

て、それからマスコミもあってという、そういう調べ物をする人たちがたくさんい

るのに、それをわざわざ遠くへ持っていくというのはやっぱりできないと思います。 

そういういろんなことを考えた時に、これがよそへ行ってしまうとたくさんの人

が困ってしまうということが、一番大きな問題なんだろうと思います。そういう意

味で今日の議論、様々な視点を提供していただきました。 

時津町長さんや長与町の副町長さんからも、いろいろなご指摘をいただきました

けども、これが必要な姿なんだ、移るとこうなるんだということを、是非、皆さん

が、今日、この会場を出られた後に、多くの皆さんとお話をしていただきたいと思

います。今日、聞いた皆さんが、こういうことだったのかと感じられることがあっ

たとしたら、それは多くの皆さんがそういう風に思っているということでもありま

す。市立図書館があるから県立図書館はいいじゃないか、何でもかんでも長崎に持

ってこなくてもいいじゃないかというご意見を持ってらっしゃる皆さんも、きっと

たくさんいらっしゃると思うんですよね。でも、そういうことではありません。未

来の人たちに責任を持とうと思うからこそ、長崎に置いておかなければならないと
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いうことが今日のお話だったと思います。是非、そのことを多くの皆さんに伝えて

いただくことを、最後に私からお願いさせていただいて、最後のお礼のご挨拶とさ

せていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。 

 

（司会者）ありがとうございました。 

最後に、田中会長に一言お願いできますか。 

 

（田中氏）歴史を考える、そして、伝統を考える、それから、例えば教育機関などとの

連携を考えた場合に、県立図書館は長崎市でなければならないということを、お感

じになられたのではないかと思います。そして、この問題については、市民の目覚

めた方々が共同して運動を展開していかなければならない。そういう意味では、本

物の始まりが今日であって、これからの継続性が大事だと思います。 

そして、このことにつきましては、市の方々や市長さんと連携して推し進めてい

きたいと思います。この時には市長さんに全面に立っていただきたいと、私は強く

望むものでございます。 

ここで皆様にお諮りしたいんですが、今日、様々な意見が出ましたが、その意見

がバラバラではいけませんから、これを一つに取りまとめまして、実行委員会の名

において、県に要望書を近々のうちに提出したいと思います。その責任は私がとり

たいと思いますがいかがでしょうか。（会場から拍手） 

ご協力、ご清聴、本当にありがとうございました。 

 

（司会者）ありがとうございました。どうぞ、今一度壇上の皆様に大きな拍手をお送り

ください。 

檀上の皆様、恐れ入りますが、お席の方にご移動をお願い申し上げます。 

 

【長崎県議会議員代表挨拶、閉会】 

（司会者）それでは、最後となりますが、本日は、県立図書館の長崎市での存続・再整

備のためにご尽力をいただいております長崎県議会議員の皆様、ご出席いただいて

いる方々を代表いたしまして、野本 三雄様からご挨拶をいただきたいと思います。 

恐れ入りますが、県議会議員の皆様は、どうぞご登壇ください。 

 

（司会者）それでは、野本様、お願いいたします。 

 

（野本県議）今日は、このように多数、県議会の皆様もご参加でございまして、特に、

元議長の三好德明議員さんにもこうして頑張っていただいております。 

本日は、原田先生の基調講演から始まり、実行委員会の田中会長、そして、パネ
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リストの皆様の素晴らしいお考えを拝聴いたしました。この県立図書館は県都長崎

市にあるべきだということについて、本当に縷々わかりやすい説明をしていただき

ました。歴史性、そして、長崎の原爆被爆というなかで、本当に、県立図書館は長

崎市でなくてはならないと、ひしひしと感じました。 

どうぞ皆さん、我々県議会も、一同力を合わせて、県立図書館が長崎市にできる

よう、存続、そして、再整備を是非、実現させ

ていきたいと思っております。皆様方の一致団

結したお力添えを賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

そこで、せっかくですので、この問題で頑張

ろう三唱をやったらどうかという中山功さんか

らのご意見でしたので、是非、その発声を中山

さんにお願いします。 

 

（中山県議）未来のために、県都長崎のために、長崎県のために、どうしても長崎市内

に存置が必要であります。是非、皆さんのお力をいただきたいと思いますので、ご

起立の上で、頑張ろう三唱をいただきたいと思います。 

県立図書館の長崎存知へ向けて頑張るぞ。ありがとうございました。 

 

（司会者）ありがとうございました。どうぞお席へお戻りくださいませ。力強いお言葉

本当にありがとうございました。 

 

（司会者）それでは、以上をもちまして、本日のプログラムはすべて終了いたしました。 

県立長崎図書館の長崎市での存続につきましては、どうぞ皆様方からも声を上げ

ていただき、行動していただければと存じます。 

本日は、進行・運営等につきまして至らないところがあったと存じますが、皆様

方におかれましては、最後まで熱心にご参加いただきありがとうございました。 

 


