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 平成15年、地方自治法の一部改正により、公の施設の管理・運営に指定管理者制度が導入されるように

なりました。この公の施設には公立図書館も含まれ、道内でも、平成19年に千歳市がいち早く民間による

この制度を導入すると、徐々に導入や検討を行う図書館も出てきました。 

しかし、公立図書館の指定管理者制度は、関係団体や研究者などから否定的な意見も挙げられています。

日本図書館協会は、平成17、20、22、28年に図書館の指定管理者制度に関して、「矛盾がある」「適切で

はない」「なじまない」などの見解を公表しています※1。また、文部科学大臣も「懸念の数々が起こらない

ようにした上での導入が大事」と慎重な意見を述べています※2。 

 平成25年、いわゆるTSUTAYA図書館が佐賀県武雄市に開館します。カフェの併設や開館時間の延長に

よる利用者増など、これまでの図書館の概念を打ち破る民間ならではの新しい図書館ができましたが、選

書や郷土資料の除籍などの諸問題も出てきました。しかし、その後も同様の図書館は開館していますし、

先の問題は解決されてきたようにも見受けられます。 

 令和元年、第９次地方分権一括法※3の制定により、教育委員会が所管する公立の図書館等の社会教育に

関する教育機関について、まちづくり、観光など他の行政分野との一体的な取組の推進等のために地方公

共団体がより効果的と判断する場合には、社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講じた

上で、条例により地方公共団体の長が所管することを可能としました。これは、地方公共団体の長が直接

所管することで、その財政力をもってすれば、これまでよりも図書館の持つ可能性は大きくなり、その集

客力や情報発信力を使って、効率的にまちづくりを進めることも可能になるということです。ですが、可

能性が広がる一方で、地方公共団体の財政状況はひっ迫し、多くの図書館では、これまでよりも低予算の

中で更なるサービスの拡大を求められるため、効率的な運営を求められているのが現状です。 

 

図書館の運営には様々な方法があり、自治体直営や業務委託、指定管理者制度など、自治体はどのよう

にも選ぶことができるようになりました。多くの自治体が、より効率的・効果的で、住民の満足度の高い

運営方法を探っています。 

 今回、我々が行ったアンケートでは、少しでもその答えらしきものが見えてくればという思いもありま

したが、人口規模や立地、複合施設化する施設など条件の違いもあり、はっきりとは見つけることはでき

ませんでした。例えば、ここで一つの参考事例として石狩地方の人口規模の同じような市を５つ挙げて表

にしてみます。 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※１ 日本図書館協会の見解 http://www.jla.or.jp/demand/tabid/78/Default.aspx （以下、最終アクセス日2021/03/04） 

※２ 平成20年6月3日，参議院文教科学委員会での渡海紀三朗文部科学大臣発言趣旨 

※３  第９次地方分権一括法（地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律） 

   教育委員会が所管する公立社会教育機関について、適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講じれば、条例により首長が

所管することを可能にする法律 https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1417789.htm  
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表にしてみましたが、図書館運営費では大きく占める市職員の人件費が不明なため、厳密には比較にはな

りませんし、また、住民の満足度がどの程度あるものかも調査されてはいません。各館にて、様々な集会事

業や魅力ある講座などの各種事業が実施されていますが、それもこの調査では行っていませんので、結局の

ところ、あまり参考にならないのです。また、様々な運営を行っている図書館の中で、どの数値も一番高い

図書館というのは存在しませんでした。最終的に、それぞれの図書館がどこに力点を置くのかは、地方自治

体の首長や住民の意見によるのではないかと思われます。 

住民に必要とされ、愛着をもって通ってもらえる図書館とは、どんな図書館なのでしょうか。開館時間が

長くいつでも開いている図書館、入館者が多い図書館、蔵書冊数が多い図書館、住民の課題を解決する図書

館、貸出冊数が多い等、様々な図書館があるように思います。アンケートの結果、地方公共団体によって力

を注いでいる分野がある程度はみえてきました。以下に、項目ごと上位５館を紹介していきます。 

■ 札幌市近郊の同じような人口の自治体の図書館運営状況   令和元年度統計 
     

自治体名 江別市 石狩市 北広島市 千歳市 恵庭市 

人口       約12万人       約６万人       約６万人    約10万人      約７万人 

休館日 
月曜、第4金曜、図書

整理期間、年末年始 

月曜、祝日の振替、図

書整理期間、年末年

始、図書整理日（年３回） 

月曜、図書整理日 

（毎月最終金曜）、年

末年始（12/29-1/3）、

図書特別整理期間（8

月に 7日以内） 

第3月曜（休日のと

きは翌日）、図書整

理期間、年末年始 

月曜（休日を除く）、 

図書整理日（毎月最終

金曜）、年末年始 

開館時間 

火土 10:00-19:00 

水木 10:00-21:00 

金日 10:00-17:00 

火金   10:00-18:00 

水木   10:00-20:00 

土日祝 10:00-17:00 

火水木 

9:30-20:00 

金土日祝 

9:30-18:00 

平日 

10:00-19:00 

土日祝 

9:30-19:00 

平日 

10:00-20:00 

土日祝 

10:00-18:00 

運営 

単館・分館・ＳＰ 単館・分館・ＳＰ 複合・ＢＭ・ＳＰ 単館・ＢＭ 単館・分館・ＳＰ 

地方自治体 
地方自治体/ 

一部委託 
一部委託 指定管理者 指定管理者 

年間開館日※1 270日 261日 272日 322日 284日 

1週当り開館時間 54時間 50時間 57時間 56時間 56時間 

年間祝日開館状況 11日 11日 23日 17日 21日 

住民一人当たりの年間貸出冊数  

※1 
5.7冊 8.14冊 7.2冊 5.62冊 8.61冊 

1年間に 1回以上利用があった 

住民の割合 
12% 不明 不明 10% 16% 

図書館の運営費について※2 133,588千円 105,297千円 96,090千円 103,934千円 128,838千円 

年間図書購入費 18,029千円 11,796千円 18,189千円 18,880千円 14,020千円 

住民一人当たりの年間図書 

購入冊数 
0.0843冊 0.1418冊 0.1488冊 0.1347冊 0.1448冊 

住民一人当たりの年間図書 

購入金額 
151.0円 249.6円 300.9円 194.3円 201.3円 

住民一人当たりの蔵書冊数 3.7冊 5.6冊 5.9冊 3.4冊 4.3冊 

年間雑誌購入費 2,149千円 1,712千円 1,700千円 2,323千円 1,506千円 

年間新聞購入費 848千円 637千円 714千円 487千円 633千円 

自動貸出機（セルフ貸出機） 導入していない 導入している 導入していない 導入していない 一部導入している 

特徴的な機器等の導入状況 ３Dプリンター 

セキュリティ・ゲート、

防犯カメラ、バリアフ

リー機器、タブレット

端末、図書殺菌機 

防犯カメラ、バリア

フリー機器、デジタ

ル・サイネージ、タ

ブレット端末、図書

殺菌機 

タブレット端末、

図書殺菌機 

バリアフリー機

器、タブレット端

末、図書殺菌

機、３Ｄプリンタ

ー 

※1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休館により影響を受けたと思われる統計  

※2 いずれも市の正職員の経費は含まれない    
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まずは、開館日が多い館上位５館です。 

 

開館時間が長い6館です。すべて公民館図書室等。建物に合わせ、開館時間が長いようです。 

 

住民一人当たりの貸出数が多い５館です。参考に、年間図書費と住民一人当たりの図書購入金額、１年間

に１度でも利用した住民の割合も付記しました。 

館名 置戸町立図書館 訓子府町図書館 新得町図書館 湧別町湧別図書館 佐呂間町立図書館 

運営 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

貸出冊数 14.00冊  13.80冊  11.80冊  10.33冊  10.20冊 

年間図書購入費 8,497千円 4,000千円 4,042千円 6,500千円 4,100千円 

／人口 2,958円 811円 713円 761円 814円 

住民利用率 不明 20％ 21.2％ 14.0％ 13.4％ 

 
 

1日当たりの入館者数が多い５館です。データがない図書館が多い項目でした。 
館名 函館市中央図書館 北見市立中央図書館 帯広市図書館 恵庭市立図書館 苫小牧市立中央図書館 

運営 指定管理者 地方自治体 地方自治体 指定管理者 指定管理者 

入館者数 1,779人／日 1,664人／日 1,219人／日 1,060人／日 1,005人／日 

 
 

１時間当たりの入館者数が多い５館です。データがない図書館が多い項目でした。 
館名 帯広市図書館 恵庭市立図書館 石狩市民図書館 札幌市中央図書館 市立小樽図書館 

運営 地方自治体 指定管理者 一部委託 地方自治体 地方自治体 

入館者数 137人／時 113人／時 98.3人／時 84人／時 57.7人／時 

 
 

住民一人当たりの蔵書冊数の多い５館です。 

館名 
幌加内町生涯学習 

センター図書室 
置戸町立図書館 鶴居村図書館 和寒町立図書館 

京極町生涯学習 

センター湧学館 

運営 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

蔵書冊数 42.8冊 42.5冊 28.4冊 25.9冊 25.8冊 

 
 

住民一人当たりの図書購入金額が多い５館です。 

館名 置戸町立図書館 雄武町図書館 和寒町立図書館 足寄町図書館 
京極町生涯学習 

センター湧学館 

運営 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

購入金額 2,958円 2,062円 1,117円 1,100円 1,098円 

 

 

館名 
赤井川村 

教育委員会図書コーナー 

南富良野町 

公民館図書室 

利尻富士町教育委員会 

事務局図書コーナー 

雨竜町農村環境改善 

センター図書室 
市立士別図書館 

種別 公民館図書室等・複合 公民館図書室等・複合 公民館図書室等・単館 公民館図書室等・複合 図書館・複合 

運営 地方自治体 地方自治体 地方自治体 一部委託 地方自治体 

休館 なし 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始、図書整理 

開館日 365日 361日 359日 359日 354日 

館名 
新篠津村自治 

センター図書室 

東川町せんとぴゅ

あⅡ「ほんの森」 

雨竜町農村環境 

改善センター図書室 

上砂川町民 

センター図書室 

真狩村 

公民館図書室 

留寿都村 

公民館図書室 

種別 複合 複合 複合 複合 複合 複合 

運営 地方自治体 地方自治体 一部委託 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

開館 8：45～22：00 9：00～21：00 10：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 

1週当たり 98.0時間 84.0時間 77.0時間 72.0時間 72.0時間 72.0時間 
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住民一人当たりの図書購入冊数が多い５館です。 

館名 置戸町立図書館 雄武町図書館 
幌加内町生涯学習 

センター図書室 
和寒町立図書館 訓子府町図書館 

館種 図書館   図書館   公民館図書室等 図書館   図書館   

運営 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

購入冊数 1.79冊 1.12冊 0.83冊 0.72冊 0.64冊 

購入金額 2,958円 2,062円 1,035円 1,117円 811円 

 

図書館運営費が高い５館です。ただし、いずれも市の職員費は含まれていない。 

館名 札幌市中央図書館 函館市中央図書館 旭川市中央図書館 帯広市図書館 北見市立中央図書館 

運営 地方自治体 指定管理者 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

運営費 982,229千円 279,229千円 235,553千円 197,580千円 195,745千円 

／人口 502円 1,078円 698円 1,184円 1,661円 

図書費 91,524千円 29,275千円 23,401千円 27,302千円 42,944千円 

－割合 9.32% 10.48% 9.93% 13.82% 21.94% 

 

住民一人当たりの図書館運営費が高い５館です。 

館名 置戸町立図書館 剣淵町絵本の館 町立小清水図書館 大空町女満別図書館 
京極町生涯学習     

センター湧学館 

館種 図書館・単館   公民館図書室等・単館 図書館・複合   図書館・複合   公民館図書室等・複合 

運営 地方自治体 地方自治体 指定管理者 指定管理者 地方自治体 

運営費 34,794千円 28,824千円 43,788千円 32,636千円 19,884千円 

／人口 11,912円 9,206円 8,942円 7,380円 6,536円 

 

傾向として、公民館図書室や複合館は、開館時間が長いようです。驚くべきことに、開館日が多い上位５

館は、ほぼ1年中を通して開館していました。また、住民一人当たりの図書購入金額や蔵書冊数が多い図書

館は、概して貸出冊数も多いようです（第４章「５．利用の状況」を参照）。住民一人当たりの図書購入金

額や運営費が高い図書館は、まちづくり・まちおこしの一環として、自治体が図書館に力を入れていること

が垣間見えます。 

 

 住民や首長がどのようなサービスを図書館に望み、それをいかに効果的､効率的に形にしていくのか、図

書館職員の手腕が問われているのが現状です。 

 

 

第２章では全道を包括的に調査した結果を掲載しました。 

運営実態とその傾向を見ていくこととしましょう。 

 

 

 

 

 


