
No. 自治体名 職の名前 人数 勤務時間 雇用期間・雇用止め 採用の要件（司書資格、経験の有無など） 職務内容 報酬 昇給制度 交通費 社会保険 その他（特記事項）

　 　 雇用期間1年以内 　 図書館専門員は、資料案内（レファレンス）・整理・貸出 　

　 勤務実績及び職務の必要性を 司書資格または同等の知識経験を ・返却等の図書館活動を行うこと。学校図書館の支援 　
図書館専門員 27名 週30時間 考慮のうえ、任命権者が認めた 有すると認められる者 活動を行うこと。子ども読書活動の推進に関わる図書 200,000円

（中央図書館） 1日7時間30分 時は2回を限度に更新可 館事業を行うこと。その他、中央図書館長が必要と

【再採用無】 認める図書館の実施する事業 　

　 指定管理者に対する業務評価及び 健康保険：○
更新7回 　 業務指導・調整に関すること。 厚生年金：○

65歳を限度として7回（1期） 中央図書館非常勤職員（地域図書 指定管理者により運営されている図書館の 介護保険：○ ※一部指定管理運営館あり
図書館指導員 1名 週30時間 まで 館長）設置要綱に基づき雇用されて 選書及び図書館雑誌購入予算の管理に 250,000円 雇用保険：○
（中央図書館） 1日6時間 【再採用有】 いる地域館に勤務している非常勤の 関すること。

勤務実績が特に優秀な場合、 地域図書館長の中から採用する 指定管理者が実施する読書推進事業の
中央図書館長の推薦により 指導・調整に関すること。 ◆中央図書館より回答

最長2期まで更新可 その他中央図書館長が必要と認めること
事項に関すること。

地域図書館総括図書専門員 1名 高度な総括非常勤の業務を担う 268,300円 　 　
地域図書館上級主任図書専門員 5名 　  高度な主任非常勤の業務を担う 240,700円  　

専門的な分野における日常的業務に

携わると共に企画立案的な業務を担う 健康保険：○

地域図書館上級図書専門員 19名 月16日 更新制限なし【再採用有】 高度な一般非常勤の業務を担う 201,400円 55,000円 厚生年金：○
地域図書館図書専門員 27名 1日7時間45分 勤務成績が良好な場合は 要件なし 図書館の事業及び運営に関すること 186,900円 （上限） 介護保険：○  
ゆいの森上級主任図書専門員 3名 年度で更新。 高度な主任非常勤の業務を担う 240,700円 雇用保険：○

専門的な分野における日常的業務に 　

携わると共に企画立案的な業務を担う ◆地域文化スポーツ部
ゆいの森上級図書専門員 9名 　  高度な一般非常勤の業務を担う 201,400円 　 　　　　　　ゆいの森課より回答
ゆいの森図書専門員 16名 　 図書館の事業及び運営に関すること 186,900円

図書館資料の貸出、返却、検索などの

カウンター業務／配架等書架の整理業務

4週につき15日 に関すること／レファレンス業務／その他

1日7時間45分 館長が特に必要と認めた業務 中央図書館のみ業務委託あり

（地域館勤務） 1年更新 　 上記の業務のほか、事業計画・実施に関す 健康保険：○ 図書館流通センター（随意：1年）
　 更新制限なし る職員補助に関すること／資料選定・分類・ 55,000円 厚生年金：○

1週につき4日 司書または司書補資格 装備業務に関すること／蔵書資料の点検・ （上限） 介護保険：○  

1日7時間15分 葛飾区非常勤職員として5年以上の 整理・保存・廃棄（曝書）業務に関すること 雇用保険：○

（地区館勤務） 経験 ／啓発業務に関すること／非常勤図書館員

の勤務割・指導育成業務に関すること／ ◆中央図書館管理係より回答
各種調査・統計業務の補助／その他館長 　

が特に必要と認めた業務

　 (1)図書館法（昭和25年法律第118号） (1)図書館が取り扱う資料のうち、北区に関する 中央館・地区館（全15館）

に定める図書館の目的及び事業等の 資料、情報を収集、整理し、利用に供すること。 　 業務一部委託あり
　 　 趣旨をよく理解していること。 (2)北区に関する読書相談及び参考業務に 　 ＜委託内容＞
　 　 (2)北区の歴史、民俗、芸術、産業等に 関すること。 　 　 健康保険：○ （１）図書館奉仕業務（窓口業務）

月16日 4回を上限 関して一定の知識技術を有すること。 （3）図書館が作成する北区に関する資料に 217,600円 41,250円 厚生年金：○ （２）図書館資料（図書・雑誌・新聞・

1日7時間45分 【再採用有】 (3)健康で、かつ、意欲をもって職務を ついて助言すること。 （上限） 介護保険：○ 視聴覚資料等）の管理業務

遂行すると認められること。 （4）図書館が主催する北区に関する事業の実施 雇用保険：○ （３）その他関連業務

に関すること。 　
（5）前各号に掲げるもののほか、中央図書館長 ◆中央図書館管理係より回答
が必要と認めること。

１．子ども読書活動推進の全体的計画

２．子ども読書活動推進に関する事業の

　 　　企画立案・調整及び実施

１．司書、司書補又は司書教諭の ３．区立小中学校の読書支援

　 　　資格を有する者 ４．学校図書室支援 　

更新３回 ２．図書館３年以上の実務経験を ５．図書ボランティア支援 上限 健康保険：○
月16日 【再採用有】 　　有する者 ６．その他 30,000円で 厚生年金：○
1日7時間45分 教育委員会が特に必要と ３．前２号に掲げる者と同程度の １．日常的な学校図書館の運営 200,000円 無 支給 介護保険：○

認めた場合はこの限りではない 　　専門知識及び能力を有すると ２．図書担当教諭等の連携・図書活の推進 　 雇用保険：○

　　渋谷区教育委員会が認める者 ３．担任等と連携した授業支援 　
４．学校図書館の広報活動 ◆渋谷区職員労働組合より回答
５．公立図書館との連絡調整

６．図書館システムの運用

７．その他

90名

35名

2名

33,000円
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No. 自治体名 職の名前 人数 勤務時間 雇用期間・雇用止め 採用の要件（司書資格、経験の有無など） 職務内容 報酬 昇給制度 交通費 社会保険 その他（特記事項）

4週を通じて 更新2回まで　【再採用有】 健康保険：○
1週につき 採用選考を受験し、合格した 司書または司書補資格 カウンター業務、レファレンス、資料の整理 55,000円 厚生年金：○

平均30時間 場合 65歳未満 （上限） 介護保険：× ◆中央図書館より回答
1日6時間 　 雇用保険：○
月16日もしくは12日 1年毎に最大5回まで更新できる 　 55,000円 健康保険：○ ※嘱託員の勤務地は直営の中央、

1日7時間45分 【再採用有】※ 208,200円 （上限） 厚生年金：○ 柿木、高円寺、西荻。

休憩60分 　 介護保険：× その他は指定管理運営。
月16～20日 雇用保険：○ ※嘱託員の更新満期の再採用は

1日6時間 原則更新2回 　 20,000円 勤務日数及び パートタイマーもしくはアルバイト
休憩60分以内　　か 事情によって3回まで 時給1,050円 （上限） 時間によって としての採用のみ。
1週30時間以内 該当者のみ ◆中央図書館資料相談係より

適用 　　　　　　　　　　　　　　　　回答
 雇用止め：無 職務経験を 通勤費相当分 健康保険：○

週30時間以内 通常の任用は60歳まで 考慮し要項に を「付加報酬」 厚生年金：○
1日7時間30分 65歳まで可 定める報酬額 として支給 介護保険：○ ◆ひきふね図書館より回答

雇用保険：○

4週8日 　 　
1日7時間45分 　 88,000円 労災補償等の摘要

土日祝勤務含む 図書の貸出・返却・整理 　　　　　程度 55,000円 非常勤Ｄ、健、厚年加入
月16日 OA機器操作 　 （上限） 健康保険：○
1日7時間45分 利用者への連絡等 170,000円 厚生年金：○

土日祝勤務含む 　　　　　程度 介護保険：○ ◆中央図書館より回答
雇用保険：○

資料の館内利用及び館外利用に関すること／ 　

　 司書または司書補資格 資料の案内及び相談に関すること／ 　

任期1年、更新有 資料の整理に関すること／

（更新する場合における任期の その他中央図書館長が必要と認める図書館業務

月16日 末日は、その者が年齢60歳に 郷土・資料調査室の資料の収集、保存に関すること／

1日7時間30分 達する以後における最初の 学芸員及び図書館司書資格 郷土・資料調査室のレファレンスに関すること／

3月31日以前でなければ または上記資格の一方を有し、 郷土史講座及び関連展示の企画・運営に関すること／ 20,000円 健康保険：○

ならない） 他方を補う実務経験者 「ゆかりの文学」講座及び関連展示などの （上限） 厚生年金：○
企画・運営に関すること／ 介護保険：○
その他郷土・資料調査室の運営に関すること 雇用保険：○
池波正太郎に関する資料・寄贈を受けた資料及び

書簡類の整備、保存を行うこと／池波正太郎記念文庫

講座及び企画展示の運営に関すること／その他

任期1年、更新有 なし 池波正太郎記念文庫資料の充実に関し必要なこと

月12日 池波正太郎に関する資料の作成／資料展示の助言／ 28,000円 ◆中央図書館庶務担当より回答
1日7時間30分 寄贈を受けた資料及び書簡類の調査・整理／その他 （上限）

池波正太郎記念文庫資料の充実に関し必要なこと

月16日 図書館サービス業務（レファレンス、児童サー 健康保険：○

1日7時間45分 期間：1年　　雇用止：有 司書資格を有する者 ビス等）、図書館資料の管理に関すること／ 41,250円 厚生年金：○

（＋休憩60分） 更新4回まで　　【再採用有】 その他館長が必要と認める業務に関すること （上限） 介護保険：○ ◆京橋図書館管理係より回答
雇用保険：○

次の各号に掲げる要件をいずれも （1）図書館奉仕員の指導、育成及び統率に関すること 　
備えている者。 （2）図書館資料の収集、整理及び利用に関すること。

（１）図書館法（昭和25年法律第118号） （3）読書相談、読書の普及・ボランティア活動への

第5条の司書の資格を有する者。 援助及びに他の図書館との相互協力に関すること。

　 （２）公立図書館、点字図書館、学校 （5）区立小・中学校における学校図書館業務に関する

　 図書館等の図書館において選書、 こと。

月16日 　 レファレンス等の業務経験（非常勤を （6）前各号のほか、図書館運営上、任命権者が

1日7時間45分 　 含む）を５年以上有する者。 必要と認める業務に関すること。

　 　 　 （1）図書館資料の収集、整理及び利用に関すること。 　

　 　 　 （2）読書相談、読書の普及・ボランティア活動への 　
　 任用期間は1年 図書館法第5条の司書の資格を 援助及びに他の図書館との相互協力に関すること。 通勤費相当 健康保険：○

4回まで更新可能 有する者 （3）区立小・中学校における学校図書館業務に関する の付加報酬 厚生年金：○

（65歳未満） こと。 介護保険：○
（4）前各号のほか、図書館運営上、任命権者が １月４万円 雇用保険：○
必要と認める業務に関すること。 限度

次の各号に掲げる要件をいずれも
備えている者であること。
（１）身体障害者福祉法施行規則（昭和25年 （1）点字図書館の受付事務に関すること。

厚生省令第15号）別表第5号に定める身体障 （2）対面朗読及び朗読ボランティアとの連絡調整に

月16日 害者等級における視覚障害1級に該当する者 関すること。

1日6時間45分 （2）高等学校卒業程度の学力を有する者 （3）録音図書及び点字図書制作の校正に関すること。 ◆中央図書館管理グループ
　 （3）点字指導員又は点字技能士の資格を （4）点訳ボランティアの点字指導及び援助に関する 　　　　　　　　　　　　　　より回答

有する者 こと。

（4）資格障害者情報提供施設等において　

3年以上の実務経験を有する者

192,000円

252,900円

194,500円

215,400円

208,500円

215,900円

更新有

12名

18歳～64歳

19名

無

無

無

無

無

無

年齢65歳まで

特になし

7名

20名

0名

13名

図書館業務

図書館事務全般

216,900円
6

7

8

図書館奉仕員　甲

図書館奉仕員　乙

嘱託員

パートタイマー

非常勤職員

新宿区

9

10

11 中央区

図書館嘱託員　C

図書館嘱託員　D

図書館奉仕員

郷土・資料調査室専門員

12 豊島区

図書館主任奉仕員

池波正太郎記念文庫専門員

池波正太郎記念文庫指導員

杉並区

墨田区

世田谷区

台東区

149名

76名

18名

1名

1名

1名

図書館サービス専門員

236,800円

無
図書館奉仕員 55名 214,700円

図書館点字指導員 1名 182,700円

10名



No. 自治体名 職の名前 人数 勤務時間 雇用期間・雇用止め 採用の要件（司書資格、経験の有無など） 職務内容 報酬 昇給制度 交通費 社会保険 その他（特記事項）

2017年度２３区図書館非常勤職員アンケート調査（公共一般東京図書館ユニオン作成)　17.11.24
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更新回数制限なし 「司書資格を有する者または 資料の収集・整理・保存及び廃棄

【再採用有】 図書館勤務経験者」　　　かつ 資料の案内及び相談 健康保険：○ ※一部指定管理運営館あり
週4日 再任選考合格者 「図書館資料に関する学識を有する者」事業の企画及び連絡調整 55,000円 厚生年金：○

1日7時間45分 更新4回まで　 　 （上限） 介護保険：○
【再採用有】 主任図書館専門員については図書館 上記の業務のほか、 雇用保険：○ ◆光が丘図書館管理係より回答

再任選考合格者 専門員在職期間10年以上（通算） 図書館専門員の業務の統括

　 　 健康保険：○ ※一部指定管理運営館あり

週29時間 更新回数制限なし 司書資格を有する者が望ましい 一般事務補助 34,000円 厚生年金：○

【再採用有】 （上限） 介護保険：○ ◆真砂中央図書館計画担当
雇用保険：○ 　　　　　　　　　　　　　　より回答

職務の遂行に必要な資格・免許または 　

当初の任用は年度内、更新の 知識・経験を有する者 健康保険：○ 交通費は本給に含まれる。

週4日 場合は3年を超えない範囲。 （1級）専門的な知識を必要とする 図書館業務 厚生年金：○ 実費弁償分として一般職員の

29時間 更新時は年齢上限あり。 （2級）高度な専門的な知識及び経験 図書資料の利用及び案内等 介護保険：○ 例により支給。
【再採用有】 を必要とする 雇用保険：○

（3級）特に高度な専門的な知識及び ◆みなと図書館より回答

経験を必要とし困難な業務を処理する

なし

225,000円

198,200円

162,500円

182,800円

203,200円

5名

2名

198,000円

主任図書館専門員

13

14

15

練馬区

文京区

港区

一般非常勤職員

１級職

２級職

３級職

無

無

有
0名

15名

図書館専門員 41名

16名



No. 自治体名 職の名前 人数 勤務時間 雇用期間・雇用止め 採用の要件（司書資格、経験の有無など） 職務内容 報酬 昇給制度 交通費 社会保険 その他（特記事項）

2017年度２３区図書館非常勤職員アンケート調査（公共一般東京図書館ユニオン作成)　17.11.24

No. 自治体名 職の名前 人数 勤務時間 雇用期間・雇用止め 採用の要件（司書資格、経験の有無など） 職務内容 報酬 昇給制度 交通費 社会保険 その他（特記事項）

　 ①司書資格又は学芸員資格が 　 　 　

　 　　あると望ましい 　 　
②大学や専門学校等で工芸工業や 和装本及び洋装本の資料修復、資料保存

　　文化財学等の知識・技術を習得 に関する業務補助

　　した者や、資料修復の経験が

　　ある者が望ましい
①司書資格があると望ましい 資料の収集及び受入補助、納品図書及び

②図書館、書店、又は出版社勤務 受入装備済図書の検品等
　　経験があると望ましい
①要司書資格 和図書の仕分け、装備準備及び装備

②図書館、書店、出版社又は 点検補助
図書データ作成の勤務経験が 図書データ整備補助及びMARCダウン

ある者が望ましい ロード補助等
　 窓口受付業務（対面音訳の予約受付、
要司書資格 録音音訳の日程調整）、

貸出出納、資料管理・利用業務等
　 ①要司書資格 　 194,400円

　 ②学芸員資格又は美術館、博物館、 　
図書館サービス支援員 　　書店等での展示業務経験を 図書館管理補助業務、

（中央） 　　有する者 図書類の配置準備補助等

月16日 更新4回 ③図書館での実務経験があると

1日7時間45分 【再採用有】 　　望ましい

司書資格、図書館経験勤務があると 閲覧資料の管理・整備補助業務、
望ましい 各種イベントに関する補助業務等

司書資格、児童又は青少年サービス 学校の読書活動支援の窓口業務、

に携わった経験があると望ましい 児童青少年サービス関連展示・講習会・

各種イベントに関する補助業務等

①司書資格があると望ましい 協力貸出に関する補助業務、
②図書館勤務経験があると望ましい 公立図書館に関する調査関係業務等

①司書資格があると望ましい 協力貸出に関する補助業務、 　

②図書館勤務経験があると望ましい 協力事務担当者会等の実施補助等 無 上限 社会保険：○

図書館サービス支援員 司書資格があると望ましい 統計入力業務、図書館ツアー等各種事業 55,000円／月 雇用保険：○

                            （多摩） 申込受付・案内等の補助業務等
①要司書資格又は学芸員資格 　

②図書館又は図書館類似施設での 　

　　和装本及び洋装本の資料修復 資料保全実務統括、資料修復専門員に

　　経験が5年以上あり、その間に 対する指導及び監督

　　人材育成、製本講習に携わった
　　ことがある者

①司書資格又はそれと同等の知識 　
　　を有する者 　
②大学図書館・専門図書館等での

　　継続的な実務経験のある者 外国語資料の収集等補助業務、
③韓国・朝鮮語、中国語のいずれか 外国語寄贈資料の事前・事後処理事務 224,600円

　　１つ以上及び英語、ドイツ語、 　
　　フランス語等いずれか１つ以上の
　　外国語資料を読みこなす能力の

　　ある者
①要司書資格 　

②くずし字、変体仮名についての 　
　　基礎的な知識を有する者 目録データの作成に係る補助業務、
③図書館又は図書館類似施設での 資料の電子化に係る補助業務等 　

　　古典籍（和装本）又は漢籍の
　　取扱経験がある者、又は取扱に
　　十分注意が払える者
技術系資格又は公的施設等で建物

管理、施設管理業務の経験がある者 　
が望ましい。 施設整備の維持管理 　
衛生管理者免許を有する者が 　 　
望ましい。 ◆中央図書館総務課庶務担当

①要司書資格 学校支援業務 194,400円 　　　　　　　　　　　　　　より回答
②図書館で児童、青少年サービスに ボランティア育成業務

　携わった経験のある者が望ましい
①要司書資格

東京マガジンバンク支援員 1名 ②組織内で協力・調整を行うことが 東京マガジンバンクカレッジ運営業務

　できる者

1名

資料修復専門員 2名

3名

2名

1名

11名

収書業務支援員

整理業務支援員

視覚障害者サービス支援員

情報サービス支援員

都立

学校支援員

1名

1名

4名

2名

1名

1名

1名

2名

施設管理支援員（中央）

施設管理支援員（多摩）

協力業務支援員（中央）

協力業務支援員（多摩）

資料保全専門員

外国語資料専門員

特別文庫資料専門員

1名

児童青少年資料支援員

1名


