
東京都公立小･中学校の学校司書（学校図書館職員）配置状況
 2016年5月1日現在（訂正版）

自治体名 職名（または事業名） 身分 配置形態

配置（措置）

校/学校数

配置人数 配置開始年

勤務時間（措置時間）

１校あたり

資格要件
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（契約期間）

再任用

可能年
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研修/司書

会
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交通

費

有給

休暇

社会

保険

学校図書

館支援ｾ

ﾝﾀｰ

備　考　・　変更点など 自治体名

荒川区 学校司書 非常勤嘱託 １校専任 小　２４／２４ 小　　２４ 2005 週５日　　１日６時間 司書または司書教諭 １年 規定なし 研:７回* 月給 実費 有 有 有 荒川区

中　１０／１０ 中　　１０ 全校2007 司:６回* 178,800円 教委内
足立区 学校図書館支援員 非常勤職員 １校専任 小　　０／６９ 小　　　０ 2008 １日５時間 司書または司書教諭 １年 ５年* 研:３回 月給 無 有 有 無 *再任用:４回まで更新可。その後再度選考合格となれば任用可能 足立区

中　３４／３６ 中　　３４ 年間２０５日 司:３回 142,000円 保険:雇用保険
板橋区 学校図書館司書 委託職員 兼任 小　５３／５３ 小 各校１人 週１日　　1日６時間　　 司書または司書教諭 業務委託のため不明 — 　　　　— — — — 無 板橋区

中　２３／２３ 中 各校１人 月４日　　年間４８日

◎ 江戸川区 学校司書 委託職員 小　１０／７１ 小　　　８ 2016 週２日　　１日７時間４５分 司書または司書教諭 １年 　　　－ 研:あり 　　　　— — — — 有* 今年度から業務委託で開始。 江戸川区

中　　０／３３ 中　　　０ 年間８０日 教委内 *学校図書館スーパーバイザー(区の非常勤職員）を区教委に配属。
◎ 大田区 読書学習支援司書 非常勤職員 1校専任 小　　９／５８ 各校1人 2016 週３日　１日５時間 司書または司書教諭 １年 研:６回 時給　 実費 有 無 無 電話による回答(予定も含む） 大田区

(回答:電話、予定も含む） 中　　６／２８ 年間１０５日 司:検討中 1,500円
葛飾区 学校司書 非常勤職員 小　４９／４９ 小　　４９ 　 ー 週２～４日（週１２時間） 司書または司書教諭 １年 規定なし 研:３回 時給 実費 有 一部有 無 保険:２校兼務の場合は雇用保険に加入 葛飾区

中　２４／２４ 中　　２４ 昨年回答2005 1日３～６時間　年間４２０時間 司:なし 1,100円
※ 北区 学校図書館運営業務委託 委託職員 1校専任 小　１１／３６ 小　　１１ 2014 週２～３日　　１日６時間 司書 委託契約 — — — — — — 無 事業名変更 北区

中　　３／１２ 中　　　３ 年間４０週 配置校増　小:２校→11校、　中:１校→３校　
江東区 学校司書業務委託 委託職員 兼任 小　４５／４５ 小　各校1人 2011 週１日　　1日６時間　 司書または司書教諭 業者委託のため不明 — — — — 無 *２６学級以上の大規模校４校は週２日配置(2014年度より） 江東区

中　  0／２３ 中     　0 大規模校は週２日*

品川区 学校図書館運営支援スタッフ民間委託 小　３１／３１ 各校1人 2005 週２.５日（15時間） 不問 — — — — — — 有 品川区

中　　９／９ １日６時間、半日３時間 図書館内
小中一貫校 小中　６／６ 　 年間７３５時間

渋谷区 学校図書館専門員 非常勤職員 兼任 小　１７／１７ 2012 週２日　　１日7.45時間 司書 1年 ５年 研:３回位　　月給 無 有 有 無 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険 渋谷区

中　　1／７ 司:３回位 200,000円
小中一貫校 小中　１／１ 小中　１

新宿区 学校図書館支援員 業務委託 兼任 小　２９／２９ 小　　－ 2013 週２日　　１日７時間 — — 　　　　— — — — 有 新宿区

中　１０／１０ 中　　－ 年間８６日 図書館内
杉並区 学校司書 非正規職員 １校専任 小　４１／４１ 小　　４１ 2009 週５日　　１日６時間 １年 ６年 研:１２回 一部 有 有 有 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険 杉並区

（パートタイマー） 中　２３／２３ 中　　２３ 全校2012 司:研修と兼ねる 教委内
墨田区 学校図書館スタッフ 委託職員 兼任（小） 小　２５／２５ 小　　１８　 2014 週２日　　１日５時間 司書 １年 規定なし 研・司:５回 　　　　— ー ー ー 無 墨田区

1校専任(中） 中　１０／１０ 中　　１０ 年間８０日

※ 世田谷区 臨時職員 兼任可* 小　４１／６３ 小　　－ 1995 規定なし 研:２回 時給　 実費 無 無 無 1校あたり、1日６時間×100日の範囲内であれば複数名の配置も可能 世田谷区

中　１９／２９ 中　　ー

司:なし 950円
B:学校図書館司書 委託職員 兼任 小　２２／６３ 小　　－ 2015 1日7時間 — — — — — — — 無 ＡからＢへ移行中

中　１０／２９ 中　　ー 年間２００～２６０日の間で

※ 台東区 小中学校読書活動推進 委託職員 兼任 小　１９／１９ 各校1人 2009* 週１～２日　　１日６～７時間 司書 — 研:あり — — — — 無 台東区

中　　７／７ (合計14人） 司:あり
千代田区 １校専任 小　　８／８ 小　　　８ 2007 週３日　　１日６時間 委託先の条件による — — — — — — — 有 千代田区

中　　２／２ 中　　　２ 図書館内
中高一貫:非常勤学校司書 非常勤嘱託 １校専任 中高一貫校１/１ 中高　　１ 2007 １日７.７５時間　　月１６日 司書 １年 — — — — — —

※ 中央区 学校図書館指導員 有償ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ 小　１６／１６ 小  　１７ 　　ー 週２日　　１日５時間　 不問 有償ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ その他* 研:なし 時給 込み 無 無 無 資格要件:司書または司書教諭→不問 中央区

中　　４／４ 中　　　４ 昨年回答2005 司:なし 1,300円 *有償ボランティアだが年度をまたいだ活動もある。
豊島区 学校図書館司書配置事業 業務委託 兼任 小　２２／２２ 各校１人 2011～派遣 1日６時間　 司書 　　　　ー 　　ー 研:１０回 　　　　— — — — — 豊島区

中　　８／８ （合計12人） 2015業務委託 区HPより…原則各校３週に４日

中野区 学校図書館指導員 非常勤嘱託 １校専任 小　２５／２５ 小　　２５ 回答1995 週４日　　1日４時間　 司書、教員経験者* １年 定めなし 研:２回 月給 実費 有 無 無 中野区

中　１１／１１ 中　　１１ （1993年） 再任用可能 司:２回 96,000円
練馬区 学校図書館管理員 業務委託 小　５９／６３ 各校１人 2006 1日６時間　　年間１００日 — 研:あり — — — — 無 練馬区

中　２８／３４ 司:あり
学校図書館支援員 指定管理者 小中　１／１

文京区 指定管理者 １校専任 小　２０／２０･ 小　　２０　 2011 週４日　　１日４時間 司書または司書補 — — — — — 無 文京区

中　１０／１０ 中　　１０ 全校2015 年間１６８日

目黒区 学校図書館支援員 有償ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ 小　２２／２２ 各校1人 2006年頃* 小：年間１４０時間 １年 規定なし 研:－ 時給 込み — — 無 *配置開始年:2006年頃から（電話による聞き取り） 目黒区

中　　９／９ 中：年間２８０時間

司:3回 1,500円
昭島市 業務委託 兼任 小　１２／１３ 各校１人 2012 １日７時間　　年間４５日 司書 — — — — — — — 無 昭島市

中　　６／６ （合計９人）

あきる野市 学校図書館補助員 非常勤職員 １校専任 小　１０／１０ 小　　１０ 2003 週１２時間以内　週５日以内 不問 学期ごと 規定なし 研:３回 時給 無 有 無 無 あきる野市

中　　６／６ 中　　　６ 年間４００時間 　　 司:３回 907円
※ 稲城市 学校図書館活性化推進員 臨時職員 １校専任 小　１２／１２ 小　　１２ 2011 週５日・２９時間　　１日６時間 司書または司書教諭 ６ヶ月 更新1回* 研:３回* 時給　 実費* 有 有 無 稲城市

中　　６／６ 中　　　６ 年間２００日 司:３回* 1,070円

記号説明

◎　新たに配置、又は配置が分かった自治体(委託・派遣等を含む）

※　２０１５年度と異なる自治体（学校数の自然増減は含めない）

研修増:この他に新任司書研修３回、　司書会:連絡会３回、地区別３
回　　保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険

小:週２日　中:週１日　1日７時間→小中とも週１~２日　１日６~７時
間　　配置開始年:昨年回答2008年（誤）→（正）2009年

更新４回
まで

１年
委託先事業
者による

　　　　ー

研：指定管理

会社で実施

司：３回

指定管理会社
の規定による

 時給1370円～
1590円(6年目)

（1人の勤務は週４日　月16日

年間192日）

司書、司書教諭、司書
補のいずれか
司書、司書教諭、司書
補のいずれか

司書、司書教諭、司書
補のいずれか

年間100日
以内

委託先の条
件による

司書か司書教諭またはそれに
準ずる者で、校⾧が適任と認め
る者

配置校:小11校、中４校→全校配置。　　　*再任用可能年数:地公法の定め
により更新は１回まで。その後は１４日間をおいて新規採用している。
*研修・司書会:学校図書館活性化推進委員会。
保険:雇用保険・労災　　　*交通費:交通遊具は100円/日

1校専任と
兼任あり

司書、司書教諭、司書補
または図書館勤務or学校
図書ボランティア経験者

1校専任と
兼任あり

責任者は司書または司書
教諭を有する者を配置

以下、事業
者によって異
なる

年間１００日以内（１日６時間

勤務の場合）

資格要件:教育職員の普通免許を有する者で、学校教育の経験のある者、
又は、司書の資格を有する者

2009一部モデ

ル実施

全校2011

1校専任と
兼任あり

｝　　　９

１校専任と
兼任あり

１校専任と
兼任あり

1校専任と
兼任あり

A:学校図書館事務臨時職
員

小中:学校図書館等への
司書派遣

千代田図書

館指定管理

者から派遣

文京区立小・中学校図書
館

小中学校図書館支援員配
置業務委託
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東京都公立小･中学校の学校司書（学校図書館職員）配置状況
 2016年5月1日現在（訂正版）

自治体名 職名（または事業名） 身分 配置形態

配置（措置）

校/学校数

配置人数 配置開始年

勤務時間（措置時間）

１校あたり

資格要件

雇用契約

（契約期間）

再任用

可能年

数

研修/司書

会

 報酬

交通

費

有給

休暇

社会

保険

学校図書

館支援ｾ

ﾝﾀｰ

備　考　・　変更点 自治体名

※ 国立市 学校司書 非常勤嘱託 １校専任 小　　８／８ 小　　　８ 週５日　　１日５時間　　　 司書または司書教諭 １年 ７年 研:なし 時給 実費 有 有 無 職名変更:学校図書館図書員→学校司書 国立市

中　　３／３ 中　　　３ （1995年） 年間２０３日 司:２回 1,060円 勤務:春、夏、冬休みの勤務なし。　　保険:雇用保険
小金井市 学校図書館補助員 委託職員 小　　９／９ 2003 週２日　　１日５時間　　 司書 — — 　　　　— — — — 無 小金井市

中　　５／５

国分寺市 学校司書 嘱託職員 １校専任 小　１０／１０ 小　　１０ 回答：1996 司書または司書教諭 １年 ５年 研:なし 131,500円(5H)*実費 有 有 無 *報酬:勤務年数により昇給あり 国分寺市

中　　５／５ 中　　　５ （1994年） 司:４回 157,800円(6H)* 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険
小平市 A:学校図書館相談嘱託職員 非常勤嘱託 兼任(巡回）小　　　／１９

中　　　／８

２人で27校

の巡回相談

2006 １日7.５時間　 司書または司書教諭 １年 ３年 研:７回
司:３回

 月給
 146,600円 実費 有 有 無 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険 小平市

Ｂ:学校図書館協力員 その他 １校専任 小　１９／１９

中　　８／８

小　　１９

中　　　８

2006

週３日 1日5.5時間　年間105

日

司書または司書教諭、
または図書館勤務経験

１年 ３年 研:７回
司:３回

 日給
　5,115円 無 無 無 無

狛江市 学校司書 非常勤嘱託 1校専任 小　　６／６ 小　　　６ 1998 週４日　　１日６時間 司書または司書教諭 １年 規定なし 研:あり 月給 実費 有 有 無 :*今年度より公立図書館との担当者レベルの連絡会を別に実施予定 狛江市

中　　４／４ 中　　　４ ８月は月８日 司:４回*  106,100円 保険:雇用保険
※ 立川市 委託職員 小　２０／２０ 各校１人 小2008 小：週２日 １日５時間と６時間 司書または司書教諭 　　　－ 研:必要に応じて 　　　　— — — — 無 小中で別事業だったのを一本化 立川市

中　　９／９ 中2015 中：週１日　１日５時間 司:あり
多摩市 学校図書館司書 非常勤一般職 １校専任 小  １７／１７ 小　　１７　 １日５時間 司書または司書教諭 １年 ５年 研:６回 実費 有 一部有 無 *年間勤務日数:学校規模により異なる 多摩市

中　　９／９　　 中　　　９ 年間１９０～２１０日* 司:６回* *研修会が連絡会を兼ねている。　　保険:該当者のみ雇用保険
※ 調布市 学校図書館専門嘱託員 非常勤嘱託 １校専任 小　２０／２０ 小　　２２* 2002 週２０時間 または３０時間 １年 規定あり* 研:３回 時給 実費 有 無 有 小１校は２名配置、２校兼務１人。　研修６→３回、司書会５→20回 調布市

兼任１校あり 中　　８／８ 中　　　８ 全校2003 年間１９６日または２１２日 司:２０回 1,020円 教委内 再任用可能年数:６５歳に達した年度まで。
西東京市 学校司書 非常勤嘱託 ２校兼任 小　１８／１８ 小　　　９ （旧保谷1993） 週５日　　１日６時間 司書または司書教諭 １年 ５年 研:２回 時給 実費 有 有 無 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険 西東京市

中　　９／９ 中　　　５ 現制度2001 司:２回 1,440円
※ 八王子市 学校司書 非常勤嘱託 小　７０／７０ ２７人 2012 週１日　　１日７．５時間　 １年 規定なし 研:１４回 月給 実費 有 有 有 配置(措置）校:小６６校、中１４校→全校 八王子市

中　３８／３８ 月４日　　年間４８日 司:１０回 200,300 円 教委内 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険
小中一貫校含む　

（1人の勤務は年間192日）

東久留米市 学校図書館運営支援業務 委託職員 兼任 小　１３／１３ 小　　　７ 2013 週１日　　1日６時間 司書 委託期間１年　　　ー 研:10回程度 　　　　— — — — 無 東久留米市

中　　７／７ 中　　　６ 年間４５日 司:研修に含む
東村山市 学校図書館専任司書 臨時職員 小　１５／１５ 小　　　８ 2011 週２日　　１日５時間 司書または司書教諭 ６ヶ月 　　　－ 研:３回 　　　　－ 一部 有 無 有 東村山市

中　　７／７ 中　　　４ 司:ー 図書館内
※ 東大和市 学校図書館指導員 非常勤嘱託 １校専任 小　１０／１０ 小　　１０ （2003年） 週５日、20時間　　１日４時間  　 司書または司書教諭 １年 ７年 研:なし 時給 実費 有 有 無 雇用契約:６ヶ月→１年　　再任用可能年数:６年→７年 東大和市

中　　５／５ 中　　　４ （全校２００９） 年間７５０時間 司:３回 1,480円 司書会:なし→３回　　　保険:雇用保険
日野市 市政(学校図書館)協力員 有償ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ 兼任 小　１７／１７ 小　　５４ 年間２００日 不問 １年 規定なし 研:1回 日給 込み 無 無 無 日野市

１校を複数名 中　　８／８ 中　　１９ 司:なし 3,000円
※ 檜原村 学校図書館指導員 臨時職員 兼任 小　　１／１ 小　　　１ 2008 1日６時間 不問 ６ヶ月 規定なし 研:なし 時給　 無 無 無 無 １校専任→兼任 檜原村

中　　１／１ 中　　　１ 月２～３日（８月は無し） 司:なし 940円
府中市 学校図書館指導補助員 臨時職員 1校専任 小　２２／２２ 小　　２２ 2003 １日４～６時間* 学期ごと 規定なし 研:３回 時給 一部 有 有 無 雇用契約:年５期→学期ごと 府中市

中　１１／１１ 中　　１１ 司:なし　 1,290円 保険:雇用保険
福生市 学校図書館司書嘱託員 非常勤嘱託 ２校兼任 小　　７／７ 2013 週２．５日　　１日６時間 １年 ４年 研:なし 時給 実費 有 有 有 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険 福生市

中　　３／３ （1人の勤務は週５日・３０時間） 司:１２回 1,150円 図書館内
※ 町田市 学校図書指導員 小　４１／４１ 小　　９２ 1999 週５日　　１日４時間 不問* その他 　　― 研:３回 謝礼（日給）　 込み 無 無 無 研修:増　研修会の中で連絡会も実施している。　 町田市

中　１９／１９ 中　　４４ 全校2002 年間３５週・１７５日 司:２回* 有資格　3,500円 謝礼:資格の有無により謝礼が２段階に分かれる。
小中一貫校 小中　１／１

小中一貫校含む 無資格　2,500円
※ 瑞穂町 学校図書館司書 臨時職員 １校専任 小　　５／５ 小　　　５ 　　― 週５日　　１日５時間 学期ごと 規定なし 研:なし 時給　　930円 無 無 無 無 資格要件:司書または司書教諭→不問（司書資格保持者優遇） 瑞穂町

中　　２／２ 中　　　２ 司:なし 無資格　910円
※ 三鷹市 学校嘱託員 非常勤嘱託 １校専任 小　１５／１５ 小　　１５ 1995 週６日*　１日５時間（土曜４H） 司書 １年 ５年 研:２回 時給 実費 有 有 無 *土曜日は地域開放として、４時間勤務あり。　　研修:１回→２回 三鷹市

中　　７／７ 中　　　７ 全校2002 週２９時間 司:１回 1,286円 上限有 保険:厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災
※ 武蔵野市 学校図書館サポーター 臨時職員 小　１２／１２ 小　　１５　 2004 週５日　　 備考欄 学期ごと 規定なし 研:３回 　　　　－ 実費 無 一部有 無 武蔵野市

中　　６／６ 中　　　７ 1日５時間（小学校は水曜３H） 司:なし
武蔵村山市 学校司書嘱託員 非常勤嘱託 １校専任 小　　９／９ 小　　  ９　　 2009 週４日　　１日６時間 １年 ６年 研:不定回 時給　 無 有 無 有 武蔵村山市

中　　５／５ 中　　  ５ 司:４回程度 1,030円 教委内
記号説明

◎　新たに配置、又は配置が分かった自治体(委託・派遣等を含む）

※　２０１５年度と異なる自治体（学校数の自然増減は含めない）

2016年7月9日

学校図書館を考える全国連絡会

　調査・作成 　鈴木久美子

＊この調査は自治体独自で配置している学校司書（学校図書館職員）の状況を知るために、東京都全市区町村教育委員会に調査用紙を郵送し回答をいただきました。

   お忙しい中、調査に御協力くださいました自治体に厚く御礼を申し上げます。

回収率　　５7／６２

　　　　　　　配置(措置）あり　　４７／６２　　表参照　 〔内訳〕自治体雇用…３０（うち有償ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ４)、　業務委託等…１５、　両方あり…２（世田谷区・千代田区）

　　　　　　　配置なし　　　　　　　９／６２　　日の出町・青ヶ島村・大島町・小笠原村・神津島村・利島村・新島村・八丈町・御蔵島村

　　　　　　　回答できない　　　　１／６２　　 羽村市

回答なし　　５／６２　　　　　　　　　　　　　   港区・青梅市・奥多摩町・清瀬市・三宅村

司書、司書補、司書教
諭のいずれか

*資格要件:司書，司書教諭，司書補のいずれか、または学校⾧が認めた者（司
書資格取得前提）　　　*雇用契約:６ヶ月→学期ごと
*保険:雇用保険（１週間の労働時間２０時間以上の人のみ）

司書か司書教諭、又は
経験者

回答：2002

（1997年）

全校２００３

司書、司書教諭、司書
補のいずれか

以下、委託
業者にて対応

司書、司書教諭、司書
補のいずれか

原則として
１校専任

 時給 1,190円
～1,290円

１日５時間、または６時間（19

学級以上）

委託先の条
件による

    　 ー

１校専任と
兼任あり

１校専任と
兼任あり

回答：2009

（旧制度1991

現制度2003）

司書または司書教諭、ま
たは教員免許

１校専任と
兼任あり

不問（司書資格保持者
優遇）

1人４校担

当

その他（学校
図書指導
員）

｝　　　５

学校図書館支援指導員事
業

学校司書派遣事業(指導課
から派遣）

２校兼任

１人４校
担当
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