
２３区図書館非常勤職員アンケート調査（2015.09東京図書館ユニオン作成) 　

No. 自治体名 図書館名 業務形態 無期雇用 有期雇用 契約相手方 契約期間 その他（特記事項）
中央図書館 窓口業務委託 1年ごとの契約であるが良好な場合は3年更新 区職員数23人
赤塚図書館
高島平図書館
成増図書館
清水図書館
蓮根図書館
西台図書館
志村図書館
氷川図書館
東板橋図書館
小茂根図書館
中央図書館 　 4(3) 58(30) 　 　
鹿骨コミュニティ図書館 4(2) 鹿骨コミュニティの館長は中央と兼任
葛西図書館 2(2) 22(12) 篠崎子どもの館長は篠崎と兼任
西葛西図書館 2(1) 32(14) 　
清新町コミュニティ図書館 （西葛西 に含む）
東葛西図書館 指定管理 2(2) 24(13) 平成25年4月1日～平成30年3月31日（５年間）
小岩図書館 　 2(2) 33(13) 　
松江図書館 2(1) 20(13)
小松川図書館 2(2) 19(12)
東部図書館 2(2) 25(13)
篠崎図書館 　 2(2) 15(11) 　 ◆文化共育部文化課推進係より回答
篠崎子ども図書館 1(1) 8(6) 　
大田図書館（中央館） 業務委託 平成27年4月1日～平成30年3月31日（３年間）
馬込図書館
洗足池図書館
多摩川図書館
蒲田駅前図書館
大森南図書館
大森西図書館
浜竹図書館
羽田図書館
六郷図書館
入新井図書館 ㈱ブックチェーン
池上図書館
久が原図書館
蒲田図書館
下丸子図書館 ㈱ヴィアックス
大森東図書館 ㈱有隣堂
中央図書館
中央図書館　分室 2012調査時は存在していた
上十条図書館 ＜地域専門資料員＞は
豊島図書館 ＮＰＯ団体に委託との回答あり。
東十条図書館
滝野川図書館
昭和町図書館
田端図書館
東田端図書館
滝野川西図書館
赤羽図書館
浮間図書館
赤羽西図書館
赤羽北図書館 ◆中央図書館より回答
神谷図書館

◆中央図書館管理係より回答

大田図書館は正規職員（10名＋再任用3名）＋
㈱図書館流通センター（業務委託）で運営。

◆大田図書館管理係より回答

不明

不明

不明
平成25年4月1日～平成30年3月31日（5年間）

平成27年4月1日～平成32年3月31日（５年間）

平成27年4月1日～平成28年3月31日（１年間）

図書館流通センター

（株）ヴィアックス

丸善・東急コミュニティー共同体

図書館流通センター

㈱ヴィアックス

篠崎ＳＡパブリックサービス

㈱図書館流通センター

テルウェル東日本㈱

共同事業体ＪＣＳ／ＮＰＴグループ

図書館流通センター

㈱エルコ

㈱ヴィアックス

指定管理者制度

指定管理者制度

指定管理者制度

指定管理

一部業務委託

（非常勤職員を配置していない自治体）

1

2

3

4

板橋区

江戸川区

大田区

北区



２３区図書館非常勤職員アンケート調査（2015.09東京図書館ユニオン作成) 　

No. 自治体名 図書館名 業務形態 無期雇用 有期雇用 契約相手方 契約期間 その他（特記事項）
（非常勤職員を配置していない自治体）

江東図書館（中央館） 　 合算 22 　
亀戸図書館 合算 10 白河こどもは深川管轄。
砂町図書館 合算 9 枝川図書サービスコーナーは豊洲管轄。
城東図書館 合算 13 2館とも常勤職員はなし。
東大島図書館 　 合算 10
深川図書館 一部業務委託 合算 23 砂町図書館は現在休館中のため
白河こどもとしょかん（※） 合算 8 常勤職員のみ。（抹消）
東陽図書館 　 合算 22
豊洲図書館 合算 24 人員は無期・有期の内訳わからず合算で
枝川図書サービスコーナー（※） 合算 3
東雲図書館 合算 14 ◆江東図書館管理係より回答
古石場図書館 合算 19
品川図書館（中央館） 　
二葉図書館 　 自治体直営と回答があるものの、
ゆたか図書館 常勤職員数の表記がある図書館は
八潮図書館 品川図書館と荏原図書館のみ。
大崎図書館 一部業務委託 5年
荏原図書館 （大崎図書館のみ1年）
源氏前図書館
五反田図書館
南大井図書館 ◆品川図書館より回答
大井図書館
千代田図書館（中央館） 6(1) 55(40)
四番町図書館 0 21(13)
昌平まちかど図書館 0 7(2)
神田まちかど図書館 0 16(8)

日比谷図書文化館 6(0) 64(18)
日比谷ルネッサンスグループ
（代表者：小学館集英社プロダクション）

平成23年9月1日～平成29年3月31日（５年７ヶ月
間）

中央図書館 2(2) 59(37)
本町図書館 0 13(8)
野方図書館 0 15(10)
鷺宮図書館 0 17(11)
南台図書館 0 15(9)
東中野図書館 0 16(10)
江古田図書館 0 18(11)
上高田図書館 0 14(9)
八雲中央図書館 業務委託  　 八雲中央図書館　職員39名、再任用7名
大橋図書館
中目黒駅前図書館 ２０１５．４より指定管理者制度導入
目黒区民センター図書館 こちらから指定管理に関するアンケートを
守屋図書館 再度依頼する必要あり
目黒本町図書館
洗足図書館 ◆八雲中央図書館より回答
緑が丘図書館

（ヴィアックス・ＳＰＳグループ）
　　　　サントリーパブリシティサービス㈱
　　　　㈱シェアード・ビジョン
（日比谷ルネッサンスグループ）
　　　　大日本印刷㈱
　　　　㈱シェアード・ビジョン
　　　　大星ビル管理㈱
　　　　㈱図書館流通センター
◆千代田区地域振興部文化振興課より回答

◆中央図書館　庶務担当より回答

不明

ヴィアックス・ＳＰＳグループ
（代表者：㈱ヴィアックス）

ヴィアックス紀伊国屋書店共同事業体

平成27年4月1日～平成28年3月31日（１年間）
（すべて単年度契約）

平成24年4月1日～平成29年3月31日（５年間）

平成25年4月1日～平成28年3月31日（３年間）

大新東ヒューマンサービス㈱

㈱ヴィアックス

㈱図書館流通センター

㈱ジェイエスキューブ

シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

指定管理

指定管理

指定管理

㈱図書館流通センター

江東区

品川区

千代田区

中野区

目黒区

(数字）は司書資格
有

 

5

6

7

8


