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○豊島区附属機関設置に関する条例

平成26年７月７日

条例第16号

改正 平成26年12月８日条例第37号

平成27年３月20日条例第４号

平成27年７月６日条例第33号

平成28年３月18日条例第１号

平成29年３月28日条例第４号

平成29年７月13日条例第27号

平成30年３月27日条例第２号

平成30年７月10日条例第35号

平成30年12月11日条例第53号

（趣旨）

第１条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第138条の４第３項及び第202条の３第１項の規定に基づき、区長及び教育委員会（以下「執行機

関」という。）の附属機関の設置、担任する事務、組織その他附属機関について必要な事項を定める

ものとする。

（設置及び担任事務）

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。

２ 附属機関の担任する事務は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表担

任事務の欄に定めるとおりとする。

（組織）

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）の定数は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区

分に応じて、それぞれ同表委員の定数の欄に定めるとおりとする。

２ 委員は、学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じて執行機関が適当と認める者

のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

（任期）

第４条 委員の任期は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表委員の任期

の欄に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（専門委員）

第５条 執行機関は、必要があると認めるときは、附属機関に専門の事項を調査させるための専門委員

を置くことができる。



010724令和元年度第１回図書館経営協議会
資料１－２

2/7 

２ 専門委員は、学識経験者その他執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又

は任命する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関

の属する執行機関が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項及び第５項の規定は、平成26年10月１日

から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に設置されている次の表の附属機関の欄に掲げる機関の委員又は専門委員

として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例の施行の日に第３条第２

項の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。この場合において、これらの委員の任期

は、第４条第１項本文の規定にかかわらず、同表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、そ

れぞれ同表任期の欄に定める日までとする。

附属機関 任期

豊島区政策評価委員会 平成27年3月31日

豊島区公の施設指定管理者審査委員会 平成27年3月31日

豊島区総合評価競争入札推進委員会 平成28年4月30日

豊島区入札監視委員会 平成26年11月30日

豊島区公共施設等総合管理方針検討委員会 平成27年3月31日

豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会（落合

南長崎駅前）

平成26年9月30日

豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会 平成27年3月31日

豊島区図書館経営協議会 平成27年3月31日

豊島区福祉有償運送運営協議会 平成27年8月31日

豊島区教育に関する事務の点検・評価委員会 平成27年3月31日

豊島区教育ビジョン検討委員会 平成27年3月31日

（豊島区附属機関設置に関する条例の一部改正）

３ 豊島区附属機関設置に関する条例（平成26年豊島区条例第16号）の一部を次のように改正する。

別表第１号豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会（落合南長崎駅前）の項を削る。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
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４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年豊島区条例第20号）の一

部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成26年12月８日条例第37号）

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年豊島区条例第20号）の一

部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成27年３月20日条例第４号）

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成27年７月６日条例第33号）

（施行期日）

１ この条例は、平成27年７月10日から施行する。

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成28年３月18日条例第１号）

（施行期日）

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）の一部を

次のように改正する。
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〔次のよう〕略

附 則（平成29年３月28日条例第４号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１号に豊島区造幣局地区防災公園事業者審査委

員会の項を加える改正規定は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（平成29年７月13日条例第27号）

この条例は、平成29年８月１日から施行する。

附 則（平成30年３月27日条例第２号）

（施行期日）

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成30年７月10日条例第35号）

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成30年12月11日条例第53号）

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略
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別表（第３条関係）

（平26条例37・平27条例４・平27条例33・平28条例１・平29条例４・平29条例27・平30条例

２・平30条例35・平30条例53・一部改正）

(1) 区長の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

豊島区国際アート・カルチャー

都市懇話会

豊島区アート・カルチャー都市

づくりに関すること。

30人以内 2年

豊島区政策評価委員会 区の政策、施策及び事務事業に

係る評価及び審査に関するこ

と。

13人以内 委嘱又は任命された日から

その日の属する年度の末日

まで

豊島区公の施設指定管理者審査

委員会

指定管理者の選考に係る評価及

び審査に関すること。

15人以内 2年

豊島区公文書管理のあり方検討

委員会

公文書管理計画及び公文書管理

条例の策定等に関すること。

6人以内 2年

豊島区総合評価競争入札推進委

員会

総合評価競争入札に係る審査に

関すること。

15人以内 3年

豊島区入札監視委員会 入札及び契約手続に係る審査に

関すること。

3人以内 2年

池袋保健所跡地活用事業者審査

委員会

池袋保健所移転後の跡地活用に

おけるプロポーザル方式の事業

者選定に係る審査に関するこ

と。

12人以内 委嘱又は任命された日から

事業者が選定される日まで

豊島区区民活動支援事業補助金

審査委員会

区民活動支援事業補助金の交付

に係る審査に関すること。

5人以内 2年

豊島区税制度調査検討会議 豊島区狭小住戸集合住宅税のあ

り方に関すること。

12人以内 委嘱又は任命された日から

報告書が提出される日まで

豊島区観光振興プラン策定委員

会

豊島区観光振興プランの策定に

関すること。

15人以内 委嘱又は任命された日から

プランが策定される日まで

豊島区スポーツ推進計画策定委

員会

豊島区スポーツ推進計画の策定

に関すること。

19人以内 委嘱又は任命された日から

計画が策定される日まで

豊島区図書館経営協議会 区立図書館の運営に係る評価及

び審査に関すること。

15人以内 2年
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豊島区地域包括支援センター運

営協議会

地域包括支援センターの設置及

び運営等に関すること。

10人以内 2年

豊島区福祉有償運送運営協議会特定非営利活動法人等が行う福

祉有償運送に係る協議及び審査

に関すること。

12人以内 2年

豊島区健康プラン推進会議 豊島区健康プランの推進に係る

評価及び審査に関すること。

15人以内 2年

豊島区自殺対策計画策定委員会地域自殺対策計画の策定に関す

ること。

17人以内 委嘱又は任命された日から

計画が策定される日まで

豊島区民間保育所事業者選定審

査会

民間保育施設におけるプロポー

ザル方式の事業者選定に係る審

査に関すること。

5人以内 委嘱又は任命された日から

事業者が選定される日まで

豊島区都市計画マスタープラン

策定検討委員会

豊島区都市計画マスタープラン

の策定に関すること。

19人以内 委嘱又は任命された日から

プランが策定される日まで

池袋副都心移動システム運営事

業者選定委員会

池袋副都心移動システム推進事

業における公募型プロポーザル

方式事業者選定に係る審査に関

すること。

8人以内 委嘱又は任命された日から

事業者が選定される日まで

豊島区地域公共交通会議 地域の実情に即した公共輸送サ

ービスの実現に向けた協議に関

すること。

30人以内 2年

池袋地区駐車場地域ルール策定

協議会

池袋駐車場整備地区内における

駐車場地域ルールの策定に関す

ること。

35人以内 委嘱又は任命された日から

駐車場地域ルールが策定さ

れる日まで

豊島区リノベーションまちづく

り検討委員会

豊島区リノベーションまちづく

り基本構想の策定に関するこ

と。

20人以内 2年

豊島区池袋駅周辺地域再生委員

会

池袋副都心の都市再生事業の推

進に関すること。

40人以内 2年

豊島区造幣局地区防災公園事業

者審査委員会

（仮称）造幣局地区防災公園整

備・管理運営事業における公募

型プロポーザル方式事業者選定

11人以内 委嘱又は任命された日から

事業者が選定される日まで
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に係る審査に関すること。

旧第十中学校跡地活用等事業者

審査委員会

旧第十中学校跡地活用等事業に

おけるプロポーザル方式の事業

者選定に係る審査に関するこ

と。

10人以内 委嘱又は任命された日から

事業者が選定される日まで

(2) 教育委員会の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

豊島区教育に関す

る事務の点検・評

価委員会

教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行状況に

ついての点検及び評価に関

すること。

3人以内 委嘱又は任命された日か

らその日の属する年度の

末日まで

豊島区教育ビジョ

ン検討委員会

豊島区教育ビジョン及び教

育振興計画の策定に関する

こと。

19人以内 委嘱又は任命された日か

らビジョンが策定される

日まで
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○豊島区図書館経営協議会規則

平成 20年 12月１日
規則第 72号

改正 平成 26年 3月 31日規則第 21号
改正 平成 27年 7月 31日規則第 69号
 改正 令和元年７月 24日規則第 11号

（趣旨）

第１条 この規則は、豊島区附属機関設置に関する条例（平成 26 年豊島区条例第 16号）
第６条の規定に基づき、図書館経営協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営につ

いて必要な事項を定めるものとする。

（所掌事項）

第２条 協議会は、図書館サービスの成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な図

書館行政の推進に資するため、豊島区立図書館（以下「図書館」という。）の経営評価その

他の図書館政策について、意見を述べ、又は提言を行うものとする。

（図書館課長の責務）

第３条 図書館課長は、前条の意見又は提言を尊重し、図書館経営及び運営に反映させるよ

う努めなければならない。

（平 26規則 21・一部改正）
（組織）

第４条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する委員をもって組織す

る。

(1) 学識経験者 ２名以内
(2) 教育委員会委員 ２名以内
(3) 豊島区立小中学校長 ２名以内
(4) としま図書館ネットワーク代表者 ２名以内
(5) 区民 ２名以内
(6) 図書館ボランティア代表者 ２名以内
(7) 豊島区参与（図書館行政政策顧問） １名
(8) 区職員 ２名以内
（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

３ 会長は、協議会を代表し、会議を主宰する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。

５ 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

６ 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、この限りでない。



（協議会の招集）

第６条 協議会は、会長が招集する。

（定足数及び議決）

第７条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

２ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。

（委員の解嘱）

第８条 区長は、委員に特別の理由があると認めたときは、協議会の同意を得た上で、任期

中であってもその委嘱を解くことができる。

（関係者の出席等）

第９条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は

説明を聴くことができる。

２ 協議会は、図書館課長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

（平 26規則 21・一部改正）
（庶務）

第 10条 協議会の庶務は、図書館課において処理する。
（委任）

第 11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会の意見を聴い
た上で、区長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 26年３月 31日規則第 21号）
この規則は、平成 26年４月１日から施行する。
附 則（平成 27年 7月 31日規則第 69号）
この規則は、平成 27年 8月 1日から施行する。
附 則（令和元年 7月 24日規則第 11号）
この規則は、令和元年 7月 24日から施行する。
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資料１－４

年度 回 開催日

図書館経営協議会規則について

図書館運営専門員の設置について

図書館サミットの結果報告

としま図書館ネットワークの設置について

貸出停止開始日について

館内閲覧調査・展示資料調査について

閲覧席の時間制限について

平成21年度新規・拡充事業について

WEB図書館について

中央図書館満足度アンケートについて

平成21年度図書館予算概要

図書館運営専門官・奉仕員の事務分担について

利用者満足度調査実施について

閲覧席の時間制限について

WEB図書館について

上下巻等複数にまたがる図書の予約について

図書館費（予算）の推移について

図書館満足度調査実施状況について

図書資料の選定・購入方法について

資料の公開制限について

保存期限を過ぎた公文書の取扱いについて

豊島区子ども読書活動推進計画(第2次)の策定について

区内６大学・区立図書館間の相互貸借について

図書資料の選定・購入方法について

上池袋図書館のICタグ導入に伴う業務縮小について

資料未返却者への督促について

コピー機と料金について

「要望書」の提出について

図書資料の選定・購入方法について

豊島区立図書館の職員体制について

豊島区立図書館の職員体制について

巣鴨図書館電気設備更新工事に伴う対応について

協議 「第二次豊島区子ども読書活動推進計画（素案）」について

平成22年度　区立図書館予算について

図書館満足度調査について

「第二次豊島区子ども読書活動推進計画」について

図書のリクエスト（購入）について

報告21.6.24

21

3

4

5

6

これまでの図書館経営協議会開催内容

20

協議

報告

21.3.12

報告1

2

報告・協議内容

報告21.9.21

20.11.4

報告
21.12.17

報告22.3.11

1 / 4 ページ
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資料１－４

年度 回 開催日 報告・協議内容

5階閲覧席入替制の実施状況について

２２年度予算について

協議 「読書と図書館に関する区民意識調査」について

平成23年度予算について

席入替制の実施状況について

区内六大学図書館との共同イベントについて

「ぶらり雑司が谷」の発行について

平成23年度　区立図書館予算について

平成22年度　行政評価について

協議 中央図書館特集コーナーのテーマについて

委員について

豊島区立図書館の概要

豊島区立図書館の課題等について

協議 図書館経営協議会の進め方等について

経営協議会の課題について

図書館の資料収集と廃棄について

児童の情報リテラシー教育について

平成２４年度予算について

としま図書館ネットワークについて

児童の情報リテラシー教育について

図書館の資料収集について

中央図書館と地域図書館の役割

蔵書計画（蔵書基準）の構築

豊島区立図書館全体の課題

14 24.12.20 協議 「図書館サービスの再構築」の論点について

15 25.3.21 協議 「図書館サービスの再構築に向けての課題」について

報告 豊島区立図書館の現況説明

豊島区図書館経営協議会委員の委嘱について

会長、副会長の選出について

図書館サービスの再構築に向けての課題について

報告 ゆめのくに図書館見学

協議 区立図書館と学校図書館の連携

「子どもの読書活動の実態とその影響・効果に関する調査研究　報告書〔概要〕」について

学校図書館検討ＰＴの検討経過について

アンネフランク関連図書の切取り被害について

平成２６年度新規拡充事業について

協議 区立図書館と学校図書館の連携

報告
26.3.18

25
25.1.1917

18

9

10

11

12

24

協議
25.9.19

13

16

報告23.12.13

7

協議24.7.12

報告
22.7.8

報告22.11.15

報告
23.3.8

8

協議

報告

24.3.13

23

22

報告
23.9.13

2 / 4 ページ
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資料１－４

年度 回 開催日 報告・協議内容

委員について

これまでの経営協議会での検討経緯

区立図書館と学校との連携のまとめ

図書館の資料収集のあり方について

報告 読書活動に関する実態調査

協議 中央図書館と地域図書館の資料収集における役割分担

区立図書館と学校との連携　まとめ

地域資料の収集について　まとめ

委員の委嘱

豊島区図書館経営協議会について

豊島区図書館の概要

豊島区立図書館運営体制の再構築について

会長、副会長の選出について

豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)について

委員の紹介

豊島区立図書館運営体制の再構築の進捗

協議 豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)について

豊島区立図書館の指定管理者の決定について

区立図書館司書(非常勤職員)び学校図書館運営業務への従事について

協議 豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)の素案について

報告 平成28年度の運営体制について

協議 豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)案について

委員の委嘱

豊島区図書館経営協議会について

豊島区図書館の概要

豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)について

報告 図書館指定管理者について

協議 豊島区図書館基本方針（案）

報告 豊島区立図書館の概要

28 29.2.16 協議 豊島区図書館基本計画（案）

報告28.7.7

28.12.1527

26

24

25

28

26.12.16

協議

26

27.3.26 

20

21

報告
27.12.17

28.2.10

27

報告

27.7.7

報告
27.10.22

22

23

協議

報告

協議

２６.７.８19

3 / 4 ページ
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資料１－４

年度 回 開催日 報告・協議内容

委員の委嘱

豊島区図書館経営協議会について

豊島区図書館の概要

豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)進捗状況

学校史・学校記念誌などの資料被害に関する報告

マイナンバーカードを活用した図書館システムの構築

協議 会長、副会長の選出について

東アジア文化都市について

利用者満足度調査及び立入調査結果報告について

図書館実績（23区比較）

マイナンバーカードの活用について

協議 平成30年度 計画事業について

指定管理館について

図書館実績（23区比較）

貸出資料の延滞状況について

委員の委嘱

平成30年度 豊島区立図書館の予算概要

東アジア文化都市の決定について

豊島区立図書館基本計画 平成29年度実績報告

豊島区子ども読書活動推進計画(第３次)進捗状況

指定管理館の利用者満足度調査及び立入調査の結果について

中央図書館図書受渡し等業務の事業者選定プロポーザルについて

図書館利用実績等について（23区比較）

協議 区民読書活動実態調査について

中央図書館図書受渡し等業務の事業者選定プロポーザルの結果について

雑誌スポンサー制度について

平成31年度 特別整理休館及び大型連休中の開館時間について

30.10.2532

報告

報告29.12.1430

報告

31 30.2.28

29

29 29.7.25

30
報告30.12.1233

31.2.19
報告

34

報告

4 / 4 ページ
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資料１－５

(単位：千円)

平成31年度 平成30年度 差引 増減内容

1 376,014 405,939 △ 29,925 一般職1名減（19→18）による減

2 396 554 △ 158 同上

3 指定管理者経費 0 225,960 △ 225,960 各館維持管理経費に移行

4 0 106,221 △ 106,221 中央維持管理経費に移行

346,130 236,078 110,052 

図書資料費 76,833 77,709 △ 876 資料費内の内訳変更

新聞・雑誌・官報・追録 16,383 15,547 836 　　　　〃

DVD/CD 2,338 2,316 22 

小　　計 95,554 95,572 △ 18 

24,132 23,744 388 印刷製本費等の増

企画事業関係経費 1,810 2,638 △ 828 「ぶらり雑司が谷」増刷終了

図書館ﾈｯﾄﾜｰｸ便による
団体貸出事業経費

2,969 2,769 200 巡回施設の増（区民ひろば12→22）

子どもの読書活動支援
事業経費

3,691 371 3,320 
区民読書活動実態調査実施による増
（31新拡事業）

図書館経営協議会
運営経費

427 426 1 

105,300 110,558 △ 5,258 
上池・池袋・目白外壁点検終了△
2,095、駒込維持管理経費へ移行△
2,623

112,247 0 112,247 図書受渡し等の業務委託経費より移行

277,542 18,279 259,263 

駒込図書館維持管理経費 51,476 0 51,476 
中央維持管理経費・指定管理者関係経
費より移行

巣鴨図書館維持管理経費 9,639 9,743 △ 104 電話料の減

上池袋図書館維持管理経費 63,296 0 63,296 
指定管理者関係経費より移行、トイレ改
修経費4,000

池袋図書館維持管理経費 80,284 0 80,284 
中央維持管理経費より移行、大規模改
修経費19,160

目白図書館維持管理経費 56,370 0 56,370 
中央維持管理経費・指定管理者関係経
費より移行

千早図書館維持管理経費 16,477 8,536 7,941 
照明ＬＥＤ化、空調設備更新、冷暖房機
保守・清掃委託等の増

7 12,283 12,168 115 備品購入費の計上

8 93,699 51,292 42,407 
図書館システム更新44,043（31新拡事
業）

1,106,064 1,056,491 49,573 

令和元年度　豊島区立図書館予算概要

事業名

閲覧貸出関係経費

内容

職員関係経費及び
報酬及び報酬に係る共済費

職員及び非常勤職員
出張旅費

図書受渡し業務委託

人件費

出張旅費

図書受渡し等の
業務委託経費

指定管理者関係経費

中央図書館管理運営経費

その他

資

料

費

5

合　　　　　　計

地域図書館維持管理経費

点字図書館（ひかり文庫）
運営経費

図書館業務の電算運営経費

施設管理、光熱費、設備保守等

視覚障碍者等への点字・録音・
拡大図書の製作及び貸出しボ
ランティアの養成

6

図書館業務の電算化の推進
機器等の購入及び貸借
図書館システム更新

中央図書館維持管理経費

図書受渡し等業務委託

指定管理料、トイレ改修経費、
火災保険料

指定管理料、施設管理、光熱
費、設備保守等

指定管理料、大規模改修経
費、火災保険料

施設管理、光熱費、設備保守等

指定管理料、トイレ改修経費、
火災保険料

図書館事業の企画運営及び図
書館通信、講演会等

区立図書館の運営及び施策に
ついて意見交換、提言

区立図書館と小中学校・六大
学への図書資料運搬経費

読み聞かせボランティア育成及
び消耗品。人件費は除く。

施設管理、光熱費、設備保守等
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資料１－９

 － 1 －

令和元年7月24日

「区民読書活動実態調査」実施概要 

１．調査の目的 

「豊島区子ども読書活動推進計画（第三次）」と「豊島区立図書館基本計画」の効果

を検証し、次期計画策定の基礎資料とする。 

２．調査実施期間 

令和元年9月 

３．調査対象 

区内小学校・中学校・高校の児童・生徒とその保護者、区民 

 ※小学生は2年生・5年生、中学生・高校生は2年生を対象とする 

 ※区民は、18歳以上の豊島区民を無作為抽出 

４．対象者（標本）数及び抽出方法 

① 児童・生徒は各学年600人程度 

② 保護者・区民は各2,400人程度 

５．調査内容 

(1)調査項目数  16～19問程度 

(2)質問形式   選択肢形式＋一部自由回答 Ａ4両面６枚程度 

(3)質問内容    読書傾向、公立図書館の利用状況など 

６．調査スケジュール(案) 

2019年９月    小学校・中学校・高校（児童・生徒、保護者）へ調査票配付 

           区民へ調査票発送 

  2019年９月    調査票回答期限 (９／３０） 

  2019年１０月   第 1次データ分析・第2次データ集計 

  2019年 11月   調査結果分析 

  2019年 12月   調査報告書・調査概要版校正 

  2020年１月    調査報告書、調査報告概要版納品（１/３０） 

  なお、区民読書活動実態調査の実施については、平成 30 年度第 3 回図書館経営協議

会において承認を受けている。 
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R元年度 R2年度

項目

子ども読書活動推進計画
各課進捗状況

報
告

報
告

区民読書活動実態調査

計画（案）作成

図書館基本計画
進捗状況

調査
報
告

報
告

区民読書活動実態調査

計画（案）作成

子ども読書活動推進会議
第
1
回

第
2
回

第
3
回

第
1
回

第
2
回

第
3
回

第
4
回

計画作業部会
〔子ども読書活動推進計画〕

第
1
回

第
2
回

第
3
回

第
4
回

第
5
回

計画作業部会〔図書館基本計画〕 ○ ○ ○ ○ ○ ○

図書館経営協議会報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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子ども読書活動推進計画（第四次）・図書館基本計画　策定スケジュール
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