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法令から見る図書館の役割

【図書館法（第２条）】
図書などの資料を収集、整理、保存し、住民の利用に供し、
その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための施設
【社会教育法（第３条）】
住民が文化的教養を高められる環境の提供
【教育基本法（第１２条）】
地方公共団体は、図書館などの設置により社会教育の振興に
努めなければならない

１

人生における様々な課題を解決する場

これらを踏まえ、練馬区では図書館を
次のように位置付けている

心や生活を豊かにするための知恵があふれる場



国（文科省）におけるこれからの図書館に必要な役割等の検討

２

◆これからの図書館像（H18）
○調査研究への支援、レファレンスサービス、時事情報の提供等の充実
○地域の課題解決や地域の振興を図ることが必要

◆人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（H30）
○人口減少、高齢化の急激な進展、地域経済の縮小等の社会情勢の急激な変化が
進み、社会教育施設に求められる役割はより拡大

◆公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準（H24）
○少子高齢化、高度情報化、国際化などの急速な社会構造の変化、
地域の課題の増加や複雑化等に対応した図書館サービスの拡充が急務

これからの図書館には、従来の「貸出」に加え、
「他部局と連携した相談機能の充実など、生活を支援する情報の拠点」
「まちづくりの中核となる地域住民の交流の拠点」

等の役割が必要では



練馬区立図書館の現状（１）

・昭和37年に最初の図書館である練馬図書館が開館し、
以降平成25年までに12館１分室を整備

・平成21年に南田中図書館を区内で
初めての指定管理館として開館

・図書館資料受取窓口を６か所開設

３

各館・窓口から半径1㎞の範囲



練馬区立図書館の現状（２）平成30年度利用状況

４

蔵書数：1,809,523冊

貸出点数：6,653,643 点
（26年度比 101.7％）

来館者数：4559,158人
（26年度比 95.8 ％）

登録者数：202,796 人（26年度比 91.1 ％）

貸出点数は年代、館で差異はあるものの全体では微増傾向。
しかし、来館者数、登録者数は減少傾向。

児童
12歳以下

青年
13～18歳

一般
19歳以上

H26年度 1,123,489 353,089 5,057,513

H30年度 1,350,964 243,585 5,046,759

増減 20.2% -31.0% -0.2%

※図書館システムからの抽出データによる（令和2年2月時点）



特別区内における比較【人口60万人以上】

５

自治体数 練馬区 大田区 世田谷区 足立区 江戸川区
図館数 12(１分室) 16 16 15 12

順位(23区) ７位 １位 １位 ３位 ７位
蔵書数
(千冊)

1,810 1,828 1,986 1,645 1,549

順位(23区) ４位 ３位 ２位 ５位 ６位
貸出点数
(千点)

6,654 5,599 7,328 3,335 5,327

順位(23区) ２位 ３位 １位 10位 ６位
個人利用
登録者数
(千人)

202.8 162.7 286.8 178.8 235.4

順位(23区) ５位 11位 １位 ７位 ３位

※「日本の図書館2019」の値を基にして算出



練馬区における取組（１）

平成25年６月 練馬区立図書館ビジョンを策定

６

情報発信拠点の機能の充実

図書館の持つ情報を分かりやすく発信し、
情報拠点としての機能を充実します

学校および子育て家庭
などへの支援

乳幼児期から青年期まで、家庭を含めた
切れ目のない読書活動の支援を行います。

図書館の資料や人材の活用

図書館の持つ資源を活用し、区民サービ
スの向上を図ります。

区民や地域との協働

地域との協働を進め、区民が図書館事業
に参加・参画する仕組みを作ります。

これからの図書館サービス
の方向性（４つの柱）



練馬区における取組（２）

７

情報発信拠点の
機能の充実

学校および子育て
家庭などへの支援

具体的な施策（例）

・地域情報、区政情報などの収集・提供
・地域に関連する資料の作成
・図書館ホームページなどを用いた情報発信の強化

・各年齢層の子供たちにふさわしい図書の選定
・本を介した親子グループ、子育てサークルへの支援
・小中学校との連携強化



練馬区における取組（３）

８

図書館の資料や
人材の活用

区民や地域との
協働

具体的な施策（例）

・生活に密着した課題の解決に向けた事業の実施
・障害者、高齢者、多言語サービスの充実
・図書館資料受取窓口の設置、拡大

・図書館サポーターの育成
・地域活動での図書館資料の活用の推進
・生涯学習活動や地域活動の場の提供



練馬区の地域特性を踏まえ、これからの図書館に求められる
役割やサービスについて検討を行う

９

図書館ビジョン策定後も社会状況は急速に変化しており、
図書館の役割や提供サービスのあり方が問われている



今後の検討（予定）
＜各年度＞
●令和２年度
現状の共有、他自治体の取組事例の研究、区立図書館
の視察等を行い、論点を整理します。

●令和３年度
・令和２年度の論点を踏まえ、図書館の将来像について
テーマごとに検討を進めます。
・最終的に、図書館が中長期的に目指すべき姿を意見と
してまとめます。

１０



各館の現状（光が丘、練馬、石神井）
光が丘
築（改修）年数：25年
延床面積：3,576.43㎡
図書資料数：321,650

保存分野：総記、文学
運営形態：直営館

現
状

• 近隣に光が丘体育館
• 緑豊かな公園内にあるという特性を生
かした開放的な空間づくりを実施

• 過去の練馬区史をデジタルアーカイブ
化しインターネット上に公開

１１

練馬
築（改修）年数：35年
延床面積：1,637.55㎡
図書資料数：152,781

保存分野：歴史・地理
運営形態：直営館

現
状

• 生涯学習センター併設
• 区最初の図書館
• 地域・行政資料や定期刊行物等の蔵書が
充実

• レファレンス（ＷＥＢレファレンス）の
調査・回答業務を実施

石神井
築（改修）年数：10年
延床面積：2,442.47㎡
図書資料数：206,115

保存分野：哲学・思想・宗教、社会科学
運営形態：指定管理館

現
状

• 近隣に都立石神井公園および石神井公園
ふるさと文化館

• 地域資料コーナーにミニ展示（檀一雄、
武谷三男について）

• 児童室入り口横に子育て関連資料「パパ
ママコーナー」を設置



各館の現状（平和台、大泉、関町）
平和台
築（改修）年数：４年
延床面積：2,077.66㎡
図書資料数：143,073

保存分野：技術
運営形態：指定管理館

現
状

• H27に大規模改修
• 子どもコーナーやティーンズコーナー、
閲覧室の充実や授乳室、ベビーカー置き
場、障害者用駐車場等を整備

１２

大泉
築（改修）年数：11年
延床面積：1,975.25㎡
図書資料数：221,375

保存分野：自然科学（昆虫除く）
運営形態：指定管理館

現
状

• 「藤沢周平コーナー」、「アニメーショ
ンコーナー」「松本零士コーナー」等、
様々な特設コーナーが充実

• 小学生対象の読書クラブを運営。また、
地域の環境学習団体と連携した工作会等
を開催

関町
築（改修）年数：３年
延床面積：1,552.85㎡
図書資料数：134,183

保存分野：産業、言語
運営形態：指定管理館

現
状

• H28に大規模改修
• ティーンズコーナー、授乳室、ベビー
カー置き場、障害者用駐車場等を整備

• 布の絵本（さわる絵本）の所蔵数は区内
最多



各館の現状（貫井、稲荷山、小竹）
貫井
築（改修）年数：35年
延床面積：1430.84㎡
図書資料数：132,520

保存分野：美術
運営形態：指定管理館

現
状

• 練馬美術館併設。１階は図書館、2･3階が
美術館の複合施設。

• 図録コーナーを設けるなど美術関係資料
が充実

• 和装資料をデジタル化。ホームページか
ら全点閲覧が可能、館内にもデジタル化
コーナーを設け、特集展示を実施

• H24年度から開館時間を午後9時まで延長

１３

稲荷山
築（改修）年数：32年
延床面積：913.2㎡
図書資料数：89,207

保存分野：昆虫
運営形態：指定管理館

現
状

• 稲荷山憩いの森、清水山の森という２つ
の森の近くに立地し、昆虫コーナーを設
置

• 標本等昆虫関連資料が豊富、iPad端末で
貴重資料デジタルアーカイブの閲覧、ク
イズ「いなＱ」も楽しめる

• 夏には昆虫教室を実施

小竹
築（改修）年数：30年
延床面積：794.26㎡
図書資料数：86,573

保存分野：無し
運営形態：指定管理館

現
状

• 日本大学、武蔵野音楽大学、武蔵大学等
が集まる文教地区の地域に立地

• 芸術関係の図書、ＣＤ、外国語資料が豊
富

• オーストラリア・イプスウィッチ市（友
好都市）からの寄贈書等を活用した「イ
プスウィッチコーナー」を設置

• 小竹町在住であった「馬場のぼるコー
ナー」や地域資料「えこたけコーナー」



各館の現状（南大泉、春日町、南田中）
南大泉
築（改修）年数：7年
延床面積：733.41㎡
図書資料数：73,859

保存分野：無し
運営形態：指定管理館

現
状

• 青少年館併設
• 「少年が夢をもって気軽に楽しく利用で
きる図書館」を目指し、青少年コーナー
に注力

• 働く人応援・農業などのパスファイン
ダー、ブックリストなど多数配布

１４

春日町
築（改修）年数：24年
延床面積：1,709.14㎡
図書資料数：116,038

保存分野：無し
運営形態：指定管理館

現
状

• 近隣に青少年館
• H24年度から開館時間を午後9時まで延長。
夜間にも講座等の行事を実施

• 「ホール」「ギャラリー」「ラウンジ」
のコミュニティー機能を併せもつ施設

南田中
築（改修）年数：11年
延床面積：920.03㎡
図書資料数：107,033

保存分野：無し
運営形態：指定管理館

現
状

• 区内の図書館で初めてIＣタグを導入
• 「環境コーナー」を設置
• 地域史「都営南田中アパートと周辺の歴
史」等を編纂

• 区立南田中小学校の敷地内に立地


