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III. 組織と人材のこれから 
III.1. 京都大学の図書館組織の現状 

III.1.1. 附属図書館と部局図書館・室の関係 

京都大学は、附属図書館、宇治分館を始め、約 60 の図書館・図書室群をもつ。これら多

数の図書館・室は、それぞれに独立して運営されながら、全体としては「調整された分散

主義」を標榜して、長い年月を過ごしてきた。こうした運営方式については、1960 年代以

降、図書館運営の一本化、図書館行政の統合化、大学図書館改革、図書館のあり方の見直

しなど様々なテーマを伴って幾度も議論が重ねられたが、現実には、部局図書館・室の分

極化が進行し続け、部局が新設されるたびに部局図書室も新たに独立するという方式を今

日に至るまで維持してきている。 
こうした中で、部局図書室においては図書室専任職員をもたず、サービス面が手薄とな

って、資料室的性格が強まるところが増加してきた。また、これまで図書館・室の設置要

件が明確にされてこなかったため、所蔵資料がほとんどない、他部局所属者のための利用

規則がない、通常は施錠されていて利用できないなど、全学利用には不適切な図書館・室

が出現するようになり、全学的図書館機能の弱体化が進行している。 
III.1.2. 図書館機構の発足 

2003 年 11 月に、国立大学法人化への移行に向けて、部局長会議の下に「図書館検討ワ

ーキンググループ」が設置され、図書館の体制の今後の在り方について全学的立場からの

検討が行なわれた。その結果をふまえて、法人化後の 2005 年 4 月に京都大学図書館機構

が発足し、全学図書館・室に共通する課題の解決を図るための体制基盤が構築された。 
その後も、図書館・室のあり方についての協議は続けられ、各部局のサービスポイント

を維持しながら、集約化が可能な業務を統合する方策などが模索されてはきたが、部局図

書館・室の独自性を維持するという面が重視され、抜本的な改革は行なわれていない。 
III.1.3. 図書館の運営組織 

京都大学附属図書館は、創設以来附属図書館商議会を置き、附属図書館の重要事項の審

議を行なってきた。部局長及び教授を構成員とする商議会が推薦し、総長が任命した附属

図書館長が評議会・部局長会議の構成員となることで大学の管理運営にも参画していた。

しかし、商議会は基本的に附属図書館の運営を担う組織であり、また、部局図書館・室も

それぞれの図書委員会、運営委員会を設置し、独自運営を行なっていたため、全学図書館・

室の調整機能は不十分であった。こうしたことから、2004 年 4 月に図書館協議会が発足

し、全学的な課題解決に向けて審議を行なうこととなった。 
図書館機構には、機構長と副機構長が置かれ、図書館協議会において全学的課題の解決

を図ることとしている。図書館機構長は図書館協議会から推薦され、総長指名による他機

構の長と比べると、意志決定権限は弱い。また、現状では附属図書館も含む各図書館・室

は、図書館機構の外部に位置付けられており、機構としての組織上の関係性は明確にされ

ていない。 
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III.2. 京都大学の図書館組織の将来像 

III.2.1. 図書館機構のあり方の再構築 

図書館機構が幅広い内容の全学的な図書

館の課題を解決してゆくためには、まず、

図書館機構のあり方について見直しを行い、

組織上の再構築を行なう必要がある。図書

館機構のあるべき姿としては、個々の図書

館・室が各部局に属しながら、同時に図書

館機構にも属する組織体制とし、京都大学

図書館のネットワークとしての機能と、ネ

ットワークを統括する組織実態との両方を

もつことが求められる。図書館機構長は総

長指名とし、図書館協議会と共に京都大学

図書館の資料、サービス、施設、マネジメ

ントに関わる全学的課題の解決に相応しい

権限をもち、責任を担う体制とする。 図表 III-1図書館機構のあるべき姿

 
III.2.2. 図書館･室の機能分担 

京都大学図書館は、構成員一人一人に 適なサービス展開と業務の合理化・効率化によ

るコスト削減という相反する課題を共に実現することが求められている。そのためには、

部局による独立した図書館経営という従来の概念を再編し、各部局および全学の構成員に

対応する図書館・室の機能として独立させることが重要である。図書館・室の機能には、

さまざまな指標が考えられる。 
・ 支援内容による区分：資料管理（資料受入、契約、データ管理等）、利用サービス（閲

覧、貸出、複写、相互協力、リテラシー等）、マネジメント（将来計画・企画、予算、

施設、人事、システム管理等） 
・ 支援対象による区分：学習（学生）支援、研究（研究者）支援 
・ 支援分野による区分：人文社会系、理工系、医薬系、・・・ 
・ 支援地区による区分：吉田地区、南部地区、北部地区、桂地区、宇治地区、・・・ 
こうした機能区分の組み合わせにより、各図書館・室間の適切な機能分担を考えること

ができる。具体的には、図書館・室の機能を次のように区分する。（ここで言う「グループ」

とは、地区または分野により連携する図書館・室グループを指す。） 
１．サービス図書室（Service Point） 

内容：各部局のサービスポイントとして、利用サービスを中心とした役割を担う。

具体的には、閲覧、貸出、複写、施設管理など。 
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対象：当該部局に所属する研究者への支援と、学生・大学院生の専門教育の支援を

行なう。 
分野：当該部局の専攻に適応する分野を中心とする。 
地区：当該部局へのサービスを中心としながら、同一グループの拠点図書館と連携

して、全学へのサービスを行なう。 
２．拠点図書館（Key Library） 

内容：当該部局のサービスポイントであると同時に、グループ内のサービス図書室

の資料管理、利用サービス、マネジメントの統括図書館の役割を担う。具体

的には、蔵書構築、図書の受入・データ管理、相互協力、リテラシー、予算

管理、施設管理などを統括する。 
対象：グループを中心とした研究者への支援と、学生・大学院生教育への支援を行

なう。 
分野：グループを中心とした専攻に適応する分野を中心とする。 
地区：同一グループのサービス図書室と連携して、全学へのサービスを行なう。 

３．図書館機構（Library Network） 
内容：全学のサービス図書室、拠点図書室の統括として、京都大学図書館の全学的

課題解決の役割を担う。具体的には、雑誌の契約・受入・データ管理、将来

計画・企画、システム管理、全学に関わる予算・施設管理・人事などを統括

する。 
対象：研究支援、教育支援の企画、評価、計画を行なう。 
分野：全分野の企画、評価、計画を行なう。 
地区：全地区の企画、評価、計画を行なう。 

附属図書館の役割 

附属図書館は、全学を対象としたサービスポイントの役割、吉田地区を中心とした拠点

図書館としての役割、図書館機構の事務局的役割の三つの機能を併せもつ。これらの機能

は附属図書館が従来から担ってきたものであるが、図書館機構の事務局的役割については、

「京都大学における全学の図書館機能に関する規程」で「第十五条 機構に関する事務は

附属図書館事務部に置いて行なう。」との規程があるのみで、現状では明確な位置付けが行

なわれていない。附属図書館事務部の現在の体制では、例えばシステム管理掛や電子情報

掛のように分掌のほとんどが全学に関わる事務である場合もあり、他の掛においても全学

図書館・室の調整事務が大きな重みをもっている。今後京都大学において図書館機構がそ

の機能を十分に果たすためにも、事務局の位置付けを明確にしていくべきである。

 

 



III.2.3. 図書館･室の成立要件の明確化 

基本的な図書館機能に加え、独立した図書館・室として満たすべき要件を明確にする必

要がある。以下にその要件を記述する。 
・ 部局所属者だけでなく、全学構成員へのサービスを行なうこと 
・ 設置根拠規程、利用規則を有しており、資料目録を公開するなど、一般市民に対して

もサービスを行なうことができるよう、情報公開法の規程に基づく総務大臣指定を受

けること 
・ 研究・教育・学習に必要なスペースと施設を有し、所蔵資料が専用の場所で適切に保

存されていること 
・ 図書館・室の業務を行なう専任職員が配置されていること 
・ 図書館・室の運営（資料収集・管理・運営）のための経常的経費を有すること 
また、上記要件に当てはまらない図書室は「資料室」とし、資料室配置資料の管理はグ

ループ内の拠点図書館が行なう。 
 

III.2.4. 図書館機能の統合と連携 

図書館サービスの充実と業務の効率化を同時に行うためには、各図書館・室の独立を保

障しながら、図書館機能の統合や連携を行うことが必要不可欠である。図書館機能の統合

と連携の具体的な方策は以下のようなものである。 
・ 拠点図書館間、拠点図書館とサービス図書室間、サービス図書室間のどのレベルでも、

資料の相互利用が円滑に実施できるよう、所蔵資料のデータ化と相互利用システムの

拡充を進め、学内の資料配送体制を整備する。 
・ サービス図書室の開館時間やサービスの質を確保するため、拠点図書館に図書系職員

を集中配置し、必要に応じてサービス図書室にサービス要員を派遣する。 
・ グループ内の拠点図書館とサービス図書室の機能分担を明確にし、適切な人員配置を

行なうことにより、時間外開館時間・日数の増加など教育支援機能の一層の充実を図

る。 
・ 図書整理業務の効率化のため、図書整理業務を拠点図書館に統合し、地域内のサービ

ス図書室に配送できる学内体制を整備する。 
・ 雑誌整理業務の効率化のため、図書館機構に雑誌業務センター（仮称）を設置して、

雑誌関連業務の集中化を行い、電子ジャーナル等の契約や登録を全学一括で行う。冊

子のチェックイン業務も雑誌業務センターで一括処理し、全学配送体制により拠点図

書館、サービス図書室に迅速に送付する。 
・ 学内研究成果の収集、保存、発信を図書館機構の業務として位置付け、全学図書館・

室の連携により機関リポジトリを進展させる。 
・ 研究開発室を全学的課題の分析、研究、企画を行う組織として図書館機構の中に位置

付け、今後の方向性を明確に示す方策を確保する。 
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図表 III-2 図書館機能の統合と連携の概念図 
 

III.2.5. 連携・統合のための組織改革 

上記のような全学の図書館・室の連携・統合を効果的に実行するためには、図書館機構

としての自己像を確立し、組織改革を行う決断が必要である。 
・ 図書館機構の全学的な位置付けを明確にし、管理運営能力を強化する。具体的には、

図書館機構長を総長による指名とすること、全学的課題を解決するための図書館機構

の財源を安定的に確保すること、図書館機構の方針を具体化するための能力をもつ事

務局を置くこと、図書館機構の中で全学的業務のセンター化を図ることなどが考えら

れる。 
・ 図書系職員を図書館機構にも位置付け、効果的な再配置を行うための全学的合意を得

るようにする。具体的には、図書系職員の分属を、部局所属かつ図書館機構兼任とす

る。また、整理系業務とそれを担当する職員は拠点図書館に集中化する。サービス業

務担当職員は拠点図書室に在籍し、必要に応じてサービス図書室等にサービス担当者

として派遣する。 
・ 図書館・室の教育支援機能をこれまで以上に重視し、教育支援の観点から全学的課題

を見直して運営方針を策定する。専門教育、共通教育のための資料経費を全学共通経
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費として獲得し、教育支援機能を実質化する。 
・ 情報の共有化のための方策を実施し、全学図書館・室の組織及び職員が、図書館機構

の運営方針を共有する体制をつくる。 
・ 図書館機構として積極的な広報を行うとともに、各図書館・室の活動を通じて、教員

一人一人の理解と支持を得る。適切な人材育成政策を実施して職員の能力を高めるこ

とにより、図書系職員に対する教職員の信頼を獲得する。 
・ 図書館機構として図書系以外の事務部門との連携・協力を積極的に行うことにより、

全学の中での位置付けを実質的なものとする。 
・ 図書系職員の中に、部局図書館・室の職員であるとともに、図書館機構の一員である

という意識を醸成し、行動の改革を促す。 
 

信頼される図書館機構の確立を目指して～認知度の向上と研究開発室機能の拡充～ 

図書館機構の発足から３年以上が経過した現在でも、京都大学の構成員に十分に認知さ

れているとは言い難い。他の機構に比べて成立基盤や権限が曖昧であるため、図書系職員

自身にとっても図書館機構の位置付けは不明確なものであり、図書館機構がどのような組

織であるか、どのような役割をもっているかという存在意義を、教員や学生に直接的に伝

えることができないというジレンマを抱えている。特に部局図書館・室の職員が全学に関

わる仕事に携わる際には、所属部局を超えることへのとまどいや不安が常につきまとう。

図書系職員が夢と誇りと一体感をもって全学に関わる仕事を行なうことができる図書館機

構となって始めて、利用者に満足と安心と利便性を与え、京都大学の中で大学評価と説明

責任の一翼を担う存在となることできる。 
そのためには、機構の中に、自己評価を行なう組織を置き、定期的な利用者アンケート

により学生および教職員のニーズを的確に把握しながら、図書館機構の基本理念と目標に

照らして、サービス、組織および運営ならびに施設および設備の状況の点検を行ない、サ

ービス向上および業務改善サイクルの確立を図ることも検討する。また、改善計画等の情

報を全構成員に対して速やかに公開し、図書館機構の存在と役割を常にアピールする努力

をする。また、全学に関わる図書館機能をより高度に充実させていくためには、将来を見

通す研究開発の機能を図書館機構に設置する必要がある。現在、附属図書館に設置されて

いる研究開発室を、常勤の教員ポストによる研究開発実体を備えた部署として整備・拡充

していく。 
 

 
III.3. 京都大学図書館の人事のあり方 

III.3.1. 京都大学の図書館サービスを保障するための人事的体制の現状 

京都大学には約 60 の図書館・室があり、多種多様な図書館サービスを提供している。



数多くのサービス・ポイントをもつことは、教員・学生にとって利用できる資料や施設が

身近に存在するという意味で有益であるが、一方で限りある人的資源を 大限に活かし業

務を合理化することも求められている（事務改革ワーキング・グループ「今後の事務改革

の進め方についての『マスタープラン』」）。 
現在、図書系職員（図書館業務に携わる常勤職員および非常勤職員）は多数の図書館・

室に分散し、日々の業務を行っている。それぞれは部局の人員として業務を行い、全学で

調整すべき課題についてはネットワークにより処理しているが、その中で次のような課題

が浮かび上がってきた。 
 

III.3.2. 小規模図書室へのバックアップ体制の不備 

近年、新規部局の誕生や工学系図書室の桂移転に伴い、新しく小さな図書室が増えてい

る。しかし、常勤職員を配置する体力のある部局は少なく、図書館業務に携わったことの

ない非常勤職員（少人数あるいは 1 人）に全業務を任せることになるという事態が生じて

いる。経験のない中で業務を遂行しなければならないこと、いわゆる図書館情報学的な学

習を積んでいる人が採用されるわけではないこと、1 人(少数)職場で助けとなる人がいない

ことなどが業務遂行上の課題となり、小規模図書室の環境に置かれる職員にとって大きな

プレッシャーとしてのしかかっている。 
 

III.3.3. 人材分散によるデメリット 

正規の図書系職員の多くは、図書館情報学の専門試験を受けて採用されているが、現状

では、常勤職員の多くが学内の図書館・室に分散している。このことは、各図書館・室ご

とに高度な図書館サービスを提供できるという意味で有効な面もあるが、人材の分散によ

り、全学としての業務の合理化・効率化が思うように進められないという問題を生じさせ

る面もある。組織として分散した職場環境にあると、意思疎通が難しくなり、力を合わせ

て大きな仕事をしたり、新しいプロジェクトを始めたりすることがやりにくい状況が生ま

れがちである。 
これらの課題の解決策として考えられるのは、図書系職員の図書館機構への帰属と一定

の集中化である。 
現在でも、部局所属の職員は同時に京都大学の職員であり、京都大学全体の業務改善、

サービス向上に努める義務があることは当然であるが、現状ではそのような形で十分に機

能しているとは言い難い。本来、図書館サービスは全学図書館・室がネットワークとして

機能して初めてその機能が十全に発揮できるものであるから、図書系職員は、全学ネット

ワークとしての図書館機構に所属することが望ましい。このことは、部局図書館・室から

職員がいなくなるとことを意味するのではなく、部局を主務、図書館機構を兼務とする体

制や拠点図書館に所属し、サービス図書室にローテーションする体制で部局図書館・室お

よび図書館機構の業務に携わることにより、強力なバックアップ体制の構築を目指すもの
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である。 
サービスの 適化と業務の合理化の両面を満たす方策として、前述のように、サービス・

ポイント（利用のための図書館・室）は維持しながら、バックヤード業務（整理業務等）

を拠点化する構想がある。一部部局では、すでにそうした方向での拠点化の構想が進めら

れている。 
現在、 も実現可能性の高い構想としては、業務の集約化が比較的容易な雑誌業務をセ

ンター化し、全部局の雑誌（外国雑誌、和雑誌、電子ジャーナル）の契約・購入・整理・

配送事務をまとめて行うことが考えられる。そのため、部局で雑誌業務を担当する人員を

センターに集中化し、従来の部局での事務をセンターで代行する形をとる。部局毎に個別

に行っている業務を集中化することで標準化・合理化が可能になり、コスト削減を図るこ

とができる。なお、2007 年度よりこの構想の一部が「外国雑誌業務センター」として実現

した。 
また、図書整理の業務と人材を拠点図書館に集中化することができれば、効率化が図れ、

1 人ではできない大きな業務改善やサービス向上のためのプロジェクトもより容易に企

画・実施することが可能である。現在でも、図書系業務改善検討委員会（の下にある各種

部会）が設置され、部局横断的な業務（例えばシステム・リプレイスなど）は各部局所属

の職員によって担われているが、そのような全学的業務・プロジェクトをより恒常的、効

果的に行うことができる。 
また、図書館機構への職員の帰属が現実化すれば、1 人職場や非常勤職員へのバックア

ップをより組織的に行うことができる。例えば、非常勤職員が採用された場合、まずは比

較的大きな図書室で初期の職場訓練・研修を積み、スキルアップした状態で小さな図書館・

室（1 人職場）を任せるというようなことが考えられる。また、小規模図書室への配属後

も母体所属先から、仕事上の相談や課題解決の協力を得られる。 
 

桂図書館構想とその経緯 

工学研究科は、古くから各専攻に図書室をもち、各室に図書系職員を常駐させる運営方

法を採っていたが、大講座制への移行や研究科の新設などに伴う専攻科の再編などの組織

改編により、図書室の統合や職員不在の図書室の出現などが繰り返されてきた。その間に

も組織としての「工学研究科図書館」は存在しないままであったが、1999 年に工学研究科

の桂キャンパスへの移転が予算化されたことにより、拠点図書館機能としての「桂図書館」

の設立が現実的な課題として取り上げられることとなった。それ以降、工学研究科の内部

では図書室一元化のための具体的な検討が繰り返され、図書系職員と所蔵資料の集中配置

や研究支援機能の強化、大学院生等専門教育への積極的な支援と長時間開館、工学系企業

への研究開発・ビジネス支援などの実現に向けて計画が策定された。しかし、2003 年 10
月桂キャンパスへの移転開始の時点では、図書館建設用地は確保されたものの、建設その

ものの目途はたっていなかったため、化学系・電気系は桂キャンパスに各専攻科の暫定図



書室を従来どおりに分散設置した。2005 年 6 月に桂図書館建設の寄附計画が持ち上がり、

全学の保存図書館機能も備えたものとすることとなったため、工学研究科と附属図書館を

中心に大学全体の事業として策定されることとなった。桂図書館は、工学研究科の拠点図

書館としての新機能を持つものとするとともに、自動化書庫を備えて、理工系雑誌のバッ

クナンバーセンター機能を附属図書館から移転することを目指して計画が進められた。し

かし、2006 年 11 月に寄附者の事情により桂図書館建設計画は無期延期となり、拠点図書

館構想も白紙となったまま現在に到っている。結果として、桂キャンパスには 2007 年度

までに、化学系、電気系、建築系、地球系の四つの暫定的な図書室が設置された。それぞ

れが吉田・桂両キャンパスに図書室をもつこととなり、資料も職員も分轄、半減され、図

書館・室機能が弱体化しつつある。今後、桂キャンパスのテクノロジーとサイエンスの融

合という高い理想に見合う、高度な研究支援や専門教育支援を実現し、地域の工学振興の

拠点を担うため、桂キャンパスに拠点図書館を早期に設置することが必要である。 
 

 
III.3.4. キャリアパスのあり方と能力開発 

採用後 10 年くらいまでには、2～3 年の間隔で様々な部署、業務を経験することができ

るように、図書館機構の中核機能も併せ持つ附属図書館とサービスポイントの 前線であ

る部局図書館・室、文系と理系の学問分野、サービス部門とバックヤード業務、といった

いくつかの要素を組み合わせて、大学図書館業務の全体を把握できる人事サイクルを構築

していく必要がある。また、その 10 年の間に、職員自身が進むべき方向性を考え、それ

以降は自分の才能が発揮できる職位・担当・分野に比較的長いスパンで携われるようにす

ることが望ましい。 
また、特定の組織に長くいるとその組織文化を客観的にみることが困難となるおそれが

あるので、外部機関と積極的な人事交流を行い、異なる組織文化に触れることが重要であ

る。他の組織を知ることにより、京都大学の組織や仕事の仕方に対して新たな視点が生ま

れ、業務改善に繋がる。逆に外部機関から京都大学に人材を迎えることも、学内の風通し

をよくする上で有益である。現在でも京都大学図書館は近畿地区の大学等との人事交流を

積極的に実施しており、この流れを継続することが望ましい。 
現在、大学自体が大きな変革の時期を迎え、京都大学の基本理念を保持しながら、常に

新たな事態に挑戦していくことが求められている。図書館も大学の一部として、大学の使

命の中で何ができるかということを常に追求しなければならない。図書系職員の人事の仕

組みとして専門職という枠組みがあることは必要なことではあるが、事業・業務の融合や

全学的な取組みを円滑に進めようとする場合、図書系部署以外との人事交流も視野に入れ

る必要があるだろう。若い間に業務で培ったスキルを他部署で活かし、逆に他の職種のス

キルを図書館・室業務に活かす機会があってもよい。 
京都大学では現在でも充実した図書系職員向け研修プログラムを用意している。初任者
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研修から業務のベースとなる知識・情報についての研修（例えば目録・受入業務研修や情

報セキュリティ研修）、外部機関から第一人者を招いての講演会など幅広く研修プログラム

を企画・実施している。高度な図書館サービスを提供していくに当たっては、日々高度化

していく情報技術に適応し、グローバル化する学習・研究環境に適応するために、情報技

術の学習や語学学習が欠かせない。また、以前から課題になっていることであるが、主題

知識や学問分野に対する理解も必要となる。充実した研修プログラムをこれからも継続し

て提供するとともに、OJT や自学自習をバックアップする体制を築くことで、1 人 1 人の

スキルアップを図っていくことが求められる。 
 

図書系職員の能力開発と組織力向上のためのリカレント教育 

現在、図書系職員の能力開発は、大学図書館等の組織により実施される外部研修と、京

都大学内で図書系職員向けに実施する内部研修、学内外で事務職員向けに実施される事務

研修などがある。何れも職員の能力開発に効果的であり、研修事業の蓄積による実績も認

められているが、近年では、長期海外派遣研修や社会人大学院等によるリカレント教育も

注目を集めるようになっている。京都大学では、2007 年度にハーバード大学イエンチン図

書館に 1 年間の図書系職員海外派遣を実施し、短期海外研修については毎年 1－2 組の図

書系職員を派遣して実績を積み重ねている。また従来から、複数の専門分野をもつことや

就職後の再教育が、日本の図書系職員の専門性向上の課題とされてはいたが、復帰後の地

位の保障や代替職員の確保の困難さなどからなかなか実現が難しい面があった。しかし、

2008 年 2 月に、「京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程（達示第 77 号）」が制定

され、国内外の大学・大学院等における修学や開発途上地域での奉仕活動などの国際貢献

活動のための休業・部分休業が認められた。社会人大学院等での修士号取得や海外留学等

による資格取得など、図書系職員の専門能力向上の機会はますます増加し、実現もより容

易になると考えられる。今後は、このような研修や教育が、職員個人の成果・実績となる

だけでなく、組織力の向上として実を結ぶための人事政策がますます重要となる。 
 

 
III.3.5. インセンティブを高める職場環境作り 

2006 年 7 月に発表された事務改革ワーキング・グループ「今後の事務改革の進め方に

ついての『マスタープラン』」によれば、「自発的に京都大学のことを考え、様々なアイデ

アが積極的に提案される環境の創出」が基本的な方向性として打ち出されている。職員 1
人 1 人が自らのアイデアを出発点に、企画 ・立案から実施に至るまでをトータルにプロ

デュースするという仕事の仕方ができれば、組織としての業務改善・サービス向上が実現

できるとともに、個人的な成功体験として仕事へのインセンティブを高めることに繋がる。

このような体制を作るためには、部局での業務とともに、全学的な規模で課題解決を行な

 - 24 -



う経験が必要である。 
日常的業務については、1 つのサービス、一連の業務の工程を細分化するのではなく、

サービス単位で責任をもつグループ化（例えば、受入と目録と分けるのではなく図書整理

業務を一連の業務として処理する方法）を徹底すれば、サービス・業務に対するトータル

コーディネートが可能となり、またグループの誰もが同じ業務を行える体制を作ることに

よって、担当者の休暇や異動によるリスクにも対応しやすくなる。その一方、だれもが全

学的な課題やプロジェクト的な業務にも携わる体制を整え、その貢献を人事評価の対象と

して、やる気のある人材を積極的に評価する制度を作ることが求められる。もちろん、こ

のことにより、一部の人材にのみ負担がかかっていくという事態は避けなければならない。 
また、業務の合理化を進める上では、情報の共有も欠かせない。図書系連絡ページ（京

都大学図書系職員専用の情報共有手段として管理運営されている Web サイト）等の活用で、

業務や業務分析に必要な情報の取得を容易にし、その組織の行なっている活動を広く周知

することにより、各業務・サービスに関する情報をより広く共有し、相互の理解や分担・

協力が得やすくする。 
 

図書系職員の意識と組織文化 

一般的に、京都大学の図書系職員は、「利用者のために」や「利用者の要求に応える」と

いうことばを行動規範としている。図書館に働くものとしては当然の意識であり、こうし

た規範に基づく行動が、親切で、サービス精神にあふれたものであることは高く評価すべ

き点である。しかし、京都大学においては、利用者として認識される対象がかなり限定的

であり、判断が近視眼的であることに特徴がある。多くの場合、部局図書館・室の利用者

とは、その職員が所属する部局の（さらに担当する分野の）研究者であり、職員自身の目

の前にいるごく身近な教員のことを指している。また、組織のヒエラルキーが尊重される

傾向や、声の大きい利用者に反応する傾向がある。このことは、他の部局の利用者や一般

市民など部局の枠外の利用者、職階の下層に位置する学生利用者、物申さない従順な利用

者などに対する目配りが相対的に低くなることを意味している。もちろん、図書館・室の

役割や機能に応じてサービス対象に重み付けすることは必要であるが、常に全体を俯瞰し

ながら、バランスある配慮を行うことが重要である。 
こうした職員集団による組織文化は、全体的な方針や長期的な視野に乏しいものになり

がちである。従前を踏襲する方法論や、眼前の財政状況に捉われた判断により組織の意思

決定がなされる場面が多くなり、社会環境の変化があってもこれまでの慣れたやり方に固

執し、新しい事態に否定的態度をとるなど、組織の力が十分に発揮できなくなる事態に陥

ることもある。職員一人ひとりが組織として協働することの喜びを得ることにより、良好

な人間関係や信頼関係を築き、「余計なことはやらないでおく」「今すぐ必要でないことは

先延ばしする」という組織文化が醸成されることがないようにしたい。 
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