
第５８回中国四国地区大学図書館研究集会 平成２９年１０月１９日（木）

大分大学研究・社会連携部学術情報課

図書企画係長 佐藤浩彰

大分大学学術情報拠点（旦野原図書館・医学図書館）

の外部委託の現状と課題
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図書館利用対象者（全３キャンパス）

区分 人数 備考

学部生 4,985 ５学部

院生 660 ５研究科

職員 1,901

一般利用者 612
計 8,158

平成29年5月１日現在（一般利用者を除く）
一般利用者：平成28年度登録実績3



区分
旦野原
図書館

医学
図書館

計

蔵書数 674,488 102,720 777,208
入館者数 230,548 83,782 314,330
貸出冊数 35,545 9,449 44,994
図書館職員数 9(2) 2 11(2)
外部委託スタッフ数 7 5 12

図書館の規模

平成28年度実績図書館職員の（ ）は内数で、非常勤職員1、再雇用職員1
外部委託スタッフ数：時間外要員は含まない。
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図書館の特徴

〇旦野原図書館

・開館時間が長い方

平日（休業期間以外） ８：３０～２２：００

休日 １０：００～１９：００

・一般利用者が多い 述べ入館者11,631人（H28年度）

・大分県の大学図書館・公立図書館の横断検索

システムあり

・児童図書室あり 児童書約３千冊（H14年開設）

〇医学図書館

・無人入退館システムにより、閉館時間も利用可能

・大分県の医療従事者への医学文献デリバリー・

サービス（H20～）5



アウトソーシング黎明期

〇平成９年度

書架整理業務の外部委託開始

→後に、外部委託業務本体と統合（H２４年度）

〇平成１７年度

サービス業務（旦野原図書館１名、医学図書館１名）

に派遣職員を導入

→後に、外部委託業務本体に移行（H１９、２０年度）
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（背景）

平成１８年度、大学全体で業務改善の検討

・人件費削減と業務経費効率化の取組みの中で、業務の処理

体制や人員配置等の大胆な見直し

・定型的な業務が多く、専門的業務を遂行する職員の確保が困
難な図書館業務について（外部委託の検討）

（目的）

・学術情報基盤としての機能を安定的に維持しつつ、

図書館サービスの向上と事務効率化・合理化を図る。

↓
これらの状況を考慮し、平成１９年度から図書館業務を
外部委託することが決定

現行の外部委託の背景と目的
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医学図書館
サービス業務

旦野原図書館
サービス業務、
雑誌受入業務

目録作成業務
（新規受入）

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

委託する業務内容の推移１

一般競争入札（最低価格落札方式）
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開館時間延長
（３０分）

目録作成業務
（遡及入力）

紀要コンテンツの
リポジトリ登録、
複本図書整理平成２４年度

平成２５年度

平成２８年度

〇残る図書館職員の業務
・管理
・総務・契約・渉外
・企画、高度なレファレンス
・図書システムの維持管理
・コンテンツ情報の維持・管理等

委託する業務内容の推移２
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旦野原図書館と医学図書館両館分
時間外開館要員の数は除く11 11 11 12
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１ 業務を委託することに伴い、図書館業務自体が確実に処
理されることで、図書館の運営・提供サービスの充実が図
られる。

２ 定員削減等が予定されている中、限られた人員での過重
な業務処理負担を回避できる。

３ 業務委託を実施するに当たり、図書館として必要な業務
の精査・検証が実施され、また、業務処理のマニュアル化
が徹底できる。

外部委託前の期待１（当時の計画書より）
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４ 業務委託に伴って生ずる余剰人員の有効活用ができる。

５ 業務委託は、人件費減を期待できる。

６ 定型的業務等を外部委託することで、法人職員はそれ以外
の管理業務等に専念できる。

７ 外部委託業者との意見交換等により図書館サービスの向
上が期待できる。 など

外部委託前の期待２（当時の計画書より）
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課題

・図書館業務を知っている職員がいなくなる恐れがある。

・窓口業務の委託により利用者の姿が見えにくくなった。

・物件費縮減への対応のため、委託業務の縮小も要検討

・請負金額が毎回安くなる傾向にあるが、スタッフの待遇と

モチベーションは大丈夫か。

・職員数減少による全体的なパワー不足
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○図書館

・大学への貢献（経営面、サービス面）

・図書館職員は、定型的業務から創造的業務へ

・図書館職員の継続的な確保

○請負業者への期待

・請負会社のノウハウを活用したい。

・スタッフ研修を充実し、更にレベルアップを図りたい。

今後の方向性
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〇図書館の増築・改修による機能強化

・旦野原図書館増築・改修（H23年工事→H24.10開館）

（検討はH元年に開始。H20年から本格的に再検討）

・医学図書館改修（H26年工事→H27.7開館）

外部委託後の図書館職員による創造的取組１

旦野原図書館・書庫のビフォーアフター
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〇広報の強化

・ブログ、Facebookでの情報提供（H22年～）

・「図書館だより」の月刊作成・路上配付（H24年～H27年
（現在休刊中））

・イベント宣伝動画発信（ビブリオバトル、読み聞かせ会）
（H26年～）
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外部委託後の図書館職員による創造的取組２

動画発信



〇学修支援

・図書館コンシェルジュ（H22年～）

・教職協働（ビブリオ・バトル、

レポートの書き方講習会等）（H26年～）

・学生協働（ライティング・サポート・デスク、

読み聞かせ会、脱出ゲーム等）（H27年～）
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外部委託後の図書館職員による創造的取組３

〇図書システムの合理化・安定化
・各種サーバ（web、図書システム、横断検索）を学内仮想サーバ
へ移行（H25年から順次移行中）

・図書システム機能拡充（リポジトリ追加（H27年）、資産管理追加
（H29年））

図書館コンシェルジュ



〇学内他部署等との連携

・県内８校単位互換科目のシラバスコーナー設置

【地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）】（H28年～）

・トビタテ！留学japan～図書館ハッシュタグプレゼント企
画！～【国際交流課】（H29年～）
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外部委託後の図書館職員による創造的取組４

COC+事業との連携

国際交流課との連携



〇社会貢献

・国立公文書館アジア歴史資料センターと戦前期資料の
リンク（H27年から調整中）

〇外部資金の獲得

・図書館振興財団へ申請（H29年は不採択だった）

・古本募金（きしゃぽん等）の検討（営業担当と面談した）

〇課題解決のための規程整備

・書架スペース確保→ 図書資料の除却ルール（H29年
策定）

・迷惑利用者対応→ 図書館施設の利用に関する手引
（H29年策定）
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外部委託後の図書館職員による創造的取組５



「大分大学学生生活実態調査報告書」より

学生の図書館（旦野原図書館・医学図書館）満足度

60.8% 63.3% 68.9% 74.5%
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〇外部委託の負の面は顕在化していない。現時点ではうまく機能
しているように見える。

・１０年以上運用できたが更に１０年２０年後は･･･？

・学生の満足度も高いようだ（図書館全体の評価として） 。

〇どの大学にも外部委託が適合するかは･･･？

・それぞれ求める図書館像が異なる。

・委託する業務の範囲、仕様、落札方法等で、得られる効果が異
なる。

〇外部委託化は計画的に

・日常業務をしながらの準備は結構大変

・委託後も状況の変化に対応した見直しが必要

まとめ

お問い合わせ：
大分大学 研究・社会連携部 学術情報課
図書企画係 佐藤浩彰 hiro@oita-u.ac.jp21


