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　まちづくりの分野では、平成の声とともに、生涯学習によるまちづくりを提唱し、

                     （平成21年4月1日現在）

いう思いが前提となります。「自分たちの町は自分たちの手で」を基本コンセプト

に、今では、さまざまな事業を町や行政区主体でなく、新たな「公共」と言われる

須　恵　町　の　概　要　

　古来より、農業を主産業としておりましたが、明治中期から昭和30年代後半まで

退を招いたものの、昭和40年代より道路、生活環境、公共施設の整備、住宅団地や

業が幕を閉じると、最盛期の2万人近い人口も1万2千人ほどに激減し、商工業の衰

　しかし、昭和39年、エネルギー革命とともに80有余年の長きにわたった石炭産

す。住民一人一人が、この町に生まれてよかった、住んでよかった、誇りに思う、
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・人口　　　　　総人口/25,863人

男/12,612人

女/13,251人

・世帯数　　  　総世帯/9,411世帯

・町の木　　やまもも

・町の花　　つつじ

・町の鳥　　うぐいす

と実感できる新たなまちづくりに期待しているところです。

行政主導から住民主導による住民参画型のまちづくりに着手いたしました。これは、

町が住民に対し何をしてくれるかではなく、住民がまちづくりにどう関われるかと

　福岡県須恵町は、政令都市福岡市の中心部から東南へ約12㎞の位置にあり、JR

博多駅から車で25分、福岡空港から車で20分の福岡都市圏に属し、昔ながらの面

影を残す自然豊かな町です。

は、石炭産業が隆盛をきわめ、国内で唯一の国営炭鉱として発展してきました。

小学校区をエリアとした校区コミュニティをまちづくりの目玉として推進していま

や工業団地の造成と企業誘致等の施策が功を奏し、福岡市の発展と相まって都市圏

のべッドタウンとして今日では2万5千人を超えるに至っています。



昭和４９年 12 月 住民センター「あおば会館」に図書室を設置

平成　７年　 6 月 1 日 あおば会館の１階部分を改装し、須恵町立図書館として開館
（ブラウン式貸出　貸出冊数１人5冊）

平成１１年  9 月 16 日 須恵町立図書館管理運営規則施行

9 月 20 日 須恵町立図書館設置条例施行

10 月 31 日 ブックリサイクル開始（「翔けすえ」にて）

平成１２年  6 月 1 日 雑誌リサイクル開始

10 月 1 日 図書館コンピューターシステム機器導入（NEC LICS-RⅡ）
・貸出数１人１０冊となる

 

平成１３年　 4 月 1 日 福岡都市園２２市町村広域利用開始

8 月 2 日 第１回布の絵本製作講座開催

平成１４年　 7 月 22 日 夏休み期間中の月曜日開館試行開始

9 月 12 日 第２回布の絵本製作講座開催（全５回実施）

平成１５年　 4 月 1 日 インターネット用パソコン設置

6 月 28 日 工作教室開始（毎月第４土曜日）

8 月 26 日 ブックスタート開始（毎月１回）

11 月 11 日 須恵おはなし会の「１００回記念おはなし会」開催

平成１６年 2 月 8 日 第１回読書ボランティア１日養成講座開催

5 月 16 日 第２回読書ボランティア養成講座開催（全３講座）　

10 月 1 日 図書館通信「図書館へようこそ」を発行

平成１７年 5 月 26 日 第１回図書館ボランティア会議（年３回）

8 月 21 日 図書館開館１０周年記念講演会開催
講師「内田　麟太郎氏」

10 月 30 日 青少年科学館出前「科学あそび教室」開催

平成１８年 6 月 16 日 「まなビック」連携「絵本読み聞かせ講座」開設（全５回）

8 月 9 日 徳永玲子の「おはなしの時間」開催

8 月 26 日 第１回夏休み特別企画工作教室開催

平成１９年 4 月 1 日 図書館システムをバージョンアップ
・web蔵書検索システム

平成２０年 6 月 27 日 講座「まなビック」絵本の読み聞かせ教室（全３回）

7 月 30 日 講座「まなビック」大人のためのおはなし会（全３回）

9 月 5 日 講座「まなビック」文学散歩in柳川（全４回）

―　２　－

　図 書 館 の 沿 革・あ ゆ み



■名称　 須恵町立図書館

■所在地 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１１６７番地の１
　　　　　　　　　　　　　　　（あおば会館１階）

■開館年月日 平成７年（１９９５年）６月１日

■建設面積 ８５３㎡

■構造 鉄筋コンクリート造

■配置図

○利用者用検索機 １台

○映像資料用ブース ５席（ビデオ・DVD）

○インターネット閲覧用パソコン １台
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施設の概要

返却返却返却返却

非非非非
常常常常
口口口口

④④④④自然科学自然科学自然科学自然科学



①開館時間     　  午前１０時～午後６時

②休館日           月曜日（祝日の時はその翌日が休館）

５月３日～５月５日　年末年始（１２／２８～１／４）

毎月最終木曜日（図書整理日）

特別整理期間（毎年８日間）

③貸出用件 須恵町民の人　又は町内に通勤通学している人

広域利用者（福岡都市圏１９市町に居住する人）

④登録方法 住所が確認できるもの（免許証、身分証明証　等）提示

⑤貸出冊数 図書・雑誌一人１０冊まで（布の絵本は１つまで）

⑥貸出期間 ２週間

⑦団体貸出 町内の学校、幼稚園、保育所及び各種団体（要登録）

１団体につき原則１００冊まで２ヵ月間貸出

⑧サービス 貸出・予約・リクエスト・レファレンス・相互貸借

コピー　１枚１０円（１日１回５枚まで・白黒のみ）

ビデオ・DVD視聴（１日１回館内視聴のみ）

⑨インターネット インターネット用パソコン一台設置（１人１回３０分まで）

予算管理

子ども教育課 利用者登録

督促・弁償

社会教育課 電算

選書・発注（図書・映像資料）

受入（図書・映像資料・雑誌）

貸出・返却

予約・リクエスト・相互貸借

レファレンス

行事・催し

サービス

図図図図　　　　書書書書　　　　館館館館　　　　奉奉奉奉　　　　仕仕仕仕

図書館図書館図書館図書館のののの組織組織組織組織とととと業務業務業務業務

教育長 図書館 資料設備

庶務



須恵町立図書館運営方針

１．基本方針

 須恵町立図書館は、生涯学習推進の町である須恵町に住むすべての人が気軽に、親しみ

の持てる図書館を目指します。「知りたい」「見たい」という個人の学習ニーズに応え、

生涯にわたり学び続けることができるよう応援し、暮らしに役立つ図書館として、また

読書が個人の楽しみのひとつとなるよう、常に新鮮で適切な資料構成を維持・充実させ、

図書館が本と人との橋渡しとなるよう努めます。

 そのため、図書館法の定めの下、本町の図書館の立地や設備等も考慮しつつ、質・量と

もに利用者の期待に最大限応えることができるよう、資料の貸出とレファレンスサービ

スを中心にサービスを行います。

 また、利用者のプライバシーを保護するため、業務上知り得た事実を外部にもらさない

ことを保障します。

２．目標とする図書館

（１）町民の求める資料を確実に提供できる図書館

（２）文字・活字文化を大切にし、その振興をはかる図書館

（３）須恵町の歴史・文化を知る拠点として郷土資料の収集・保存・提供に努め、未来へ
         継承していくことのできる図書館

（４）子どもたちへのサービスを積極的に行う図書館

（５）高齢の方や障害を持った方たちにとって思いやりのある図書館

（６）住民と図書館員が共に創り育てていく図書館

（７）学校図書館、他の公共図書館等と連携を密にし、相互に協力する図書館

（８）町の実態に合わせた資料の収集・保存・提供ができる図書館

３．図書館サービス

（１）子どもたちへのサービス

　　　子どもたちにとって新鮮で、知的好奇心を刺激するような魅力的な図書を多く提供

　　　できるよう努めます。日頃より本に親しむような環境づくりを心がけ、読書の習慣

　　　や生涯を通して学ぶことの大切さを知り、図書館を上手に使える術を身につけるこ

　　　とができるよう学校図書館とも協力・連携していきます。また、赤ちゃんの「こと

　　　ば」と「こころ」を育むきっかけであるブックスタート事業を推進します。

（２）ヤングアダルトへのサービス

　　　学生等の調査、研究の援助を積極的に行い、その年代が求めている資料を提供でき

　　　るよう努めます。閲覧室の使用は基本的に調査・研究用の机の延長として、利用を

　　　図ります。

―　５　―



（３）大人へのサービス

　　　図書館資料を求めに応じて迅速、確実に提供できるよう努め、多様な利用者に対応

　　　してサービス上の配慮を行います。

（４）図書館利用に障害を持った方へのサービス

　　　常に、館内を利用しやすい環境づくりに努めるとともに、大活字本・点字図書の収

　　　集に努めます。

（５）郷土資料・行政資料サービス

　　　地域に根ざした図書館として、生活に密着した情報を提供するとともに、須恵町の

　　　歴史・文化を広く知ってもらうために資料の収集・保存・提供を推進します。

（６）調査研究へのサービス

　　　町民の調査、研究、読書相談等に積極的に応じ、必要とする資料の提供に努めます。

　　　また、その便宜をはかるため著作権の範囲内において所蔵資料の複写サービスを行

　　　います。

（７）視聴覚資料のサービス

　　　メディア等の普及に伴って、話しことばの乱れや文字が正しく書けないなど、こと

　　　ば（文字）に対する意識の低下が国民的な課題となっています。その一方で、過度

　　　な映像情報の受容により、心身への悪影響も指摘されています。このような現状を

　　　踏まえ、当館としては、活字図書に重点をおいた図書館資料の充実に努めながら、

　　　可能な限り視聴覚資料の収集・提供に努めます。

（８）その他のサービス

　　　読書推進をはかるため、ボランティアを含む各事業に積極的に取り組みます。また、

　　　町民の図書館に対する理解と関心を高めるために計画的な広報活動を行います。

４．図書館職員の任務

（１）司書は図書館サービスの充実向上を図るとともに、高度で多様な要求に応えるため

　　　に最善の努力をはらいます。また、自らの能力を高めるよう研修・研鑽を重ね、専

　　　門的技量を高めるよう努力します。

（２）館長は公共図書館の基本的任務を自覚するとともに、教育機関の長としての主体性
　
　　　と責任を認識し、よりよい図書館運営に努めます。

―　６　―



（１）予算の推移 

１９年度予算額 ２０年度予算額 ２１年度予算額

6,860,000 6,633,000 6,630,000

761,760 695,694 757,518

41,467 38,023 48,267

（２）図書館費の比較

１９年度決算額 ２０年度決算額 ２１年度予算額

給与・職員手当

共済費・賃金

工事請負費

備品購入費　等

39,224 41,852 48,267

図書・視聴覚資料 6,200 6,400 6,000

新聞・雑誌 984 1,005 1,088

うち自主事業費 ブックスタート 358 350 350

 （単位：千円）

予　算 ・ 決　算

―　　７　　―

合計

うち資料購入費

（単位：千円）

24,595

17,257

30,689

17,578

人件費

物件費

21,907

17,317

一般会計総予算

教育費

図書館費



①過去5年間の状況

蔵書冊数蔵書冊数蔵書冊数蔵書冊数（（（（冊冊冊冊））））

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
一般書 43,730 45,455 47,506 50,975 54,921
児童書 10,571 11,382 12,091 13,034 13,943
総数 54,301 56,837 59,597 64,009 68,864

雑誌(タイトル） 79 79 79 79 79
新聞(タイトル） 7 7 6 6 6
ビデオ（本） 574 560 619 670 670

登録者数登録者数登録者数登録者数　（　（　（　（累計人数累計人数累計人数累計人数）））） ＊19年度から利用可能者のみの数

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
町内 5,023 5,593 6,040 6,458 6,831
町外 259 333 393 482 615
合計 5,282 5,926 6,433 6,940 7,446

入館者数 入館者数 入館者数 入館者数 ・・・・利用利用利用利用((((貸出貸出貸出貸出))))者数者数者数者数・ ・ ・ ・ 貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
開館日数(日) 291 291 289 271 284
入館者数(人) 44,865 42,988 40,745 39,554 40,789
利用者数(人) 23,189 23,895 22,941 21,931 23,291
貸出冊数(冊) 108,754 114,326 113,170 108,997 116,137

統統統統　　　　計計計計

―　８　―
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②蔵書構成（平成２０年度）
冊数

58,417

14,601

2,659

810

76,487

一般書内訳一般書内訳一般書内訳一般書内訳

冊数
1,368
2,574
5,690
6,419
3,662
4,829
1,543
6,148

917

25,267

58,417

内訳

5,208
218
575
467

児童書内訳児童書内訳児童書内訳児童書内訳

冊数
187
154
465
635

1,152
486
232
870
155

4,090
5,869

306
14,601

5
44

   ８　言　 語
   ９　文　 学
    E　絵　 本

    N　布の絵本

    P　紙 芝 居
合合合合　　　　計計計計

内訳
    Ｋ　郷土

 ４　自 然 科 学
   ５　技　 術　
   ６　産　 業
   ７　芸　 術

   ０　総    記
   １　哲    学
   ２　歴 　史
 ３　社 会 科 学

   Ｋ　郷土
   O　大薮文庫

   ９　文    学

合  計合  計合  計合  計

   Ｂ　文庫
   Ｌ　大活字

   ５　技　 術　
   ６　産　 業
   ７　芸　 術
   ８　言　 語

   １　哲　 学
   ２　歴    史
   ３　社 会 科 学
   ４　自 然 科 学

―　９　―
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町内登録者

人　口

貸出冊数

人　口

貸出冊数

登録者

貸出冊数

蔵書冊数

資料購入費

人　口

蔵書冊数

人　口

地区名 登録者数(人) 地区名 貸出冊数(冊)
新   原 613 南米里 6,454
甲植木 617 川子１ 2,550
乙植木 298 川子２ 3,605
須   恵 892 佐   谷 6,951
一番田 370 旅   石 2,629
城   山 313 山の神 2,475
藤   浦 117 西   原 1,210
長   礼 98 旭ヶ丘 830
大島原 502 恵   西 1,852
上須恵 850 昭   穂 4,097

計計計計 96,01396,01396,01396,013
宇美町 270 春日市 9
志免町 86 大野城市 195
篠栗町 40 太宰府市 39
粕屋町 56 那珂川町 3
久山町 4 宗像市 0
新宮町 2 福津市 251
古賀市 6 前原市 0
福岡市 152 志摩町 0

筑紫野市 9 その他 2
計計計計 7,8727,8727,8727,872

※団体貸出し及び相互貸借分は含まない 合合合合　　　　計計計計 7777,,,,940940940940人人人人 103103103103,,,,885885885885冊冊冊冊

28.1%28.1%28.1%28.1%

③図書館サービス指標

登　録　率
7,269

25,863

111,220

25,863

10,531

73,018

302
8,708

7,405,523

25,863

2222....8888冊冊冊冊

111,220

7,940

111,220

ことになります。

722 102
2,296

登録者数(人)

173

人口１人あたり
資料購入費

人口１人あたり
蔵書冊数

行　政　効　果

5,130

 図書館を利用することにより町民一人あたり【５，５７２円】を還元した

6,390
326
238

人口１人あたり
貸出冊数

実質貸出密度

蔵書回転数

10,576

所蔵図書の平均単価×貸出冊数－諸経費（人件費＋物件費）＝税金の還元

貸出冊数(冊)
7,254
7,915
3,838

４４４４．．．．３３３３冊冊冊冊

１４１４１４１４．．．．００００冊冊冊冊

１１１１．．．．５５５５回回回回

２８６２８６２８６２８６円円円円

73,018

25,863

④地区別登録者数(累積）・地区別貸出冊数（本年度）

435
172
176
550

125

2
3
1
1

統　計

5
11

9

7,2697,2697,2697,269

町
外

町
内

5
117

0
0

1,270

3,388
1,129

953
301

―　１０　―
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開館日数(日) 入館者数(人) 利用者数(人) 一般書(冊) 児童書(冊) 雑誌(冊) 合計(冊)

４月 25 3,083 1,860 5,223 3,731 644 9,598

５月 24 2,687 1,836 5,394 3,093 610 9,097

６月 24 2,904 1,861 5,316 3,455 571 9,342

７月 26 3,804 2,124 5,829 3,716 553 10,098

８月 26 4,208 2,204 5,878 4,816 584 11,278

９月 24 3,140 1,948 5,650 3,635 531 9,816

１０月 26 3,250 1,951 5,456 3,513 608 9,577

１１月 25 3,078 1,934 5,311 4,226 665 10,202

１２月 22 2,242 1,594 4,798 2,381 559 7,738

１月 20 2,314 1,560 4,851 2,769 625 8,245

２月 18 2,241 1,537 4,707 2,122 610 7,439

３月 25 2,796 1,873 5,438 2,729 623 8,790

合計 285285285285 35,74735,74735,74735,747 22,28222,28222,28222,282 63,85163,85163,85163,851 40,18640,18640,18640,186 7,1837,1837,1837,183 111,220111,220111,220111,220

※団体貸出・町外及び相互貸借冊数も含む

⑤貸出冊数（月別）

統統統統　　　　計計計計

―　１１　―
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☆予約(リクエスト）サービス☆

　　ご希望の本が貸し出し中の場合、予約をすることができます。返却され次第連絡します。
　　また、所蔵していない本は購入するか、他の図書館から相互貸借します。

　予約　　　2,214件 　リクエスト　75件

☆相互貸借による資料提供サービス☆

　　ご希望の資料を所蔵していない場合、他の図書館から借り受けて貸し出しています。
　　福岡県立図書館など４5の公共図書館と相互貸借しています。

　借り受け　　327冊 　貸し出し　　547冊

☆レファレンスサービス☆

　　利用者の方が必要な本をより早くご提供できるように、資料を調べてご案内します。
　　調査、研究や身近な疑問の調べ物についてお手伝いしています。

☆複写サービス☆

　　著作権法第31条に基づいて、当館所蔵の資料を複写（コピー）することができます。

　コピー件数　　206件 　コピー枚数　662枚

☆インターネットサービス☆

　　窓口で受付後、１人３０分以内利用できます。

　インターネット利用者　　562人

☆視聴覚サービス☆

　　670本のビデオを所蔵しています。館内での視聴のみできます。（１人1日1回まで）

☆団体貸出配本サービス☆

　　町内の小・中学校と幼稚園、保育所の要望に応じて、毎月選書した本を届けています。

サービス件数

―　１２　―

　レファレンス総数　　　418件

　ビデオ利用者　　　　　4,649人



冊数 冊数 冊数

アザレア幼児園 2 200 7

かやの保育所 855 7 18

東幼稚園 450 5 6

南幼稚園 331 28 50

須恵第一小学校 1,118 11 1

須恵第二小学校 801 1 1

須恵第三小学校 1,134 7 39

須恵中学校 905 1 50

須恵東中学校 703 57

雑誌雑誌雑誌雑誌　　　　７９７９７９７９　　　　タイトルタイトルタイトルタイトル　　　　　　　　 Ｈ２１．４現在
　

新聞新聞新聞新聞　　　　６６６６　　　　誌誌誌誌

―　１３　―

団体貸出

雑誌・新聞リスト

団体名

第二小読書ボランティア

たんぽぽのわたげ　

ブックエンジェル　

ロバの耳

週週週週
刊刊刊刊

隔隔隔隔
週週週週
刊刊刊刊

月月月月
刊刊刊刊

時刻表
シティ情報ふくおか

GOLF　TODAY
ナンバー
ノンノ
婦人公論
レタスクラブ
愛犬の友

おひさまおはなし会

甲植木ボランティアの会

須恵おはなし会

読売新聞　　　　　朝刊・夕刊

山と渓谷
ランナーズ
歴史読本
暮しの手帖
子づれでチャチャチャ
PULUS１LIVING

ふれあいレインボー

団体名 ボランティア団体名

遊びの広場つくしんぼ

サッカーマガジン
サンデー毎日
週刊朝日
週刊新潮
週刊文春
女性自身
女性セブン
東洋経済
ベースボール
オレンジページ
九州ウォーカー
クロワッサン

アサヒカメラ
アスキー．PC
安心
囲碁講座
一枚の絵
栄養と料理
オール讀物
おしゃれ工房
かがくのとも
家庭画報
きょうの健康

第二小ビスケットクラブ

須恵町社会福祉協議会

杉の子文庫

にじいろ保育園

子育てサークル「ピッピ」

須恵町役場

歴史民俗資料館

３分クッキング

わん・ぴいす　

月
刊

きょうの料理
月刊クーヨン
剣道日本
こどものとも
こどものとも　０１２
こどものとも　年少版
こどものとも　年中向き
コモ

趣味の園芸
将棋講座
スクリーン
すてきな奥さん
相撲
壮快
旅
たまごクラブ
短歌
ちいさなかがくのとも
釣春秋
図書館雑誌
なごみ
ニュートン
俳句
バスケットボール
バドミントン・マガジン
母の友

新聞新聞新聞新聞　　　　

パッチワーク教室
別冊暮しの手帖

園芸ガイド
銀花

朝日新聞　　　　　朝刊・夕刊
西日本新聞　　　   朝刊・夕刊
日本経済新聞　　   朝刊・夕刊
毎日新聞　　　　　朝刊・夕刊

西日本スポーツ　   朝刊

バレーボール
ひよこクラブ
文藝春秋
本の雑誌
毎日が発見
ミセス
メンズノンノ
モア
モエ

合計合計合計合計 　　　　　　　　６６６６，，，，７８８７８８７８８７８８冊冊冊冊

別冊文藝春秋
美しいキモノ

月
刊

隔
月
刊

そ
の
他



平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの図書館事業図書館事業図書館事業図書館事業

☆子ども読書の日週間　　　４月１２日（土）～４月２０日（日）

　　　　・・・・ブックトークブックトークブックトークブックトーク

　　町内各小学校へ訪問し、小学3年生を対象に「ともだち」をテーマに本の紹介を行う。

　　　第一小学校　４月２３日（水）１０:３０～１１:１５　　９２人

　　　第二小学校　４月２２日（火）　９:４０～１０:２５　　９４人

　　　第三小学校　４月２３日（水）１１:５０～１２:３５　　５９人

　　　　・・・・子子子子どもどもどもども読書読書読書読書のののの日日日日「「「「工作教室工作教室工作教室工作教室」　　」　　」　　」　　４月1２日（土）１４:００～１６:００　和室にて

　　「川をつくろう」　

　　絵本『かわ』（加古里子　作）の読み聞かせの後、模造紙にちぎり絵や折紙をはって、ぼくたち

　　の「川」を集団制作。一年間館内に展示する。　参加者：１８人

　　　　・・・・子子子子どもどもどもども読書読書読書読書のののの日日日日「「「「おはなしおはなしおはなしおはなしリレーリレーリレーリレー」　　」　　」　　」　　４月１９日（土）１４:００～１５:３０　和室にて

　　ボランティアグループ「ロバの耳」・「須恵おはなし会」によるリレー形式の特別おはなし会を

☆雑誌リサイクル　6月1日（日）～　 図書館で保存期限を過ぎた雑誌を無料配布

☆講座

　布の絵本製作講座

　　　　　　　　製作作品製作作品製作作品製作作品：「：「：「：「カンガルーカンガルーカンガルーカンガルーぼうやぼうやぼうやぼうや」　」　」　」　合屋佐知子合屋佐知子合屋佐知子合屋佐知子さんさんさんさん（「（「（「（「わんわんわんわん・・・・ぴいすぴいすぴいすぴいす」」」」会員会員会員会員））））作作作作

　　　　　　　　講師講師講師講師：：：：宮本宮本宮本宮本　　　　共子共子共子共子さん さん さん さん ////　　　　布布布布のののの絵本製作絵本製作絵本製作絵本製作ボランティアボランティアボランティアボランティア　「　「　「　「わんわんわんわん・・・・ぴいすぴいすぴいすぴいす」」」」のののの方方方方々々々々

　　ボランティアセンターにて　１０:００～１３:００　参加者：３０人

　　５月２１日・２８日　６月４日・１８日・２５日　（各日とも水曜日）　

―　１４　―



絵本の読み聞かせ教室　　　　　　　　町生涯学習「まなビック」と連携して行う講座（全３回）

アザレアホール２Ｆ研修室にて　１０:００～１１:３０　参加者：１４人

①６月２７日（金）　「絵本の楽しさを子どもとともに」　講師講師講師講師：「：「：「：「語語語語りのりのりのりの森森森森」」」」代表代表代表代表

　②７月　２日（水）　「おはなし会のプログラム作り」　　　　　　　富原美智子氏富原美智子氏富原美智子氏富原美智子氏

③７月　９日（水）　「絵本の読み聞かせの実習」　講師講師講師講師：：：：須恵須恵須恵須恵おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会

大人のためのおはなし会　　町生涯学習「まなビック」と連携して行う講座（全３回）

「「「「ストーリーテリングストーリーテリングストーリーテリングストーリーテリングをををを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう」」」」

アザレアホール２Ｆ研修室にて　１９:００～２０:３０　参加者：１０人

①　７月３０日（水）　講師講師講師講師：「：「：「：「語語語語りのりのりのりの森森森森」」」」代表代表代表代表　　　　富原美智子氏富原美智子氏富原美智子氏富原美智子氏

②　８月２７日（水）　講師講師講師講師：「：「：「：「須恵須恵須恵須恵おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会」」」」

③１１月２６日（水）　講師講師講師講師：「：「：「：「語語語語りのりのりのりの森森森森」」」」代表代表代表代表　　　　富原美智子氏富原美智子氏富原美智子氏富原美智子氏

文学散歩ｉｎ柳川　　町生涯学習「まなビック」と連携して行う講座（全４回）

講師講師講師講師：：：：木村木村木村木村　　　　辰也氏辰也氏辰也氏辰也氏　　　　　　　　

アザレアホール２Ｆ研修室にて　１４:００～１６:００　参加者：1３人

北原白秋や下村湖人、古賀政男等柳川周辺縁の作家について学ぶ。

最終日は朝から一日現地へ赴きさらに理解を深める。

９月５日・１２日・１９日・２６日　（各日とも金曜日）

☆としょかんまつり　　１０月２５日（土）～１１月３日（月）

・・・・おはなしおはなしおはなしおはなしリレーリレーリレーリレー　　　　　　　　１１月１日（土）１４:００～　和室にて

　ボランティアグループによるおはなし会を開いた。

　出演：「杉の子文庫」・「布絵本の会すぎの子」・「おひさまおはなし会」・「わん・ぴいす」

　参加者：子ども２７人　大人９人

・・・・科学科学科学科学あそびあそびあそびあそび教室教室教室教室　　　　　　　　１１月２日（日）１４:００～　あおば会館２階体育館にて

　福岡県青少年科学館による出前科学館　　対象：小・中学生

　内容：サイエンスショー，チャレンジ教室（フィルムロケット・ビー玉万華鏡）

　参加者：小・中学生２３人　（保護者１１人）

・・・・しおりづくりしおりづくりしおりづくりしおりづくり　　　　　　　　期間中毎日１７:００まで随時　受付カウンター前にて

　台紙に色紙や写真を貼ったり絵を描いたりして利用者の方にしおり作りを楽しんでい

　ただき、ラミネート加工してプレゼントした。　参加者：６３２人

・・・・ブックリサイクルブックリサイクルブックリサイクルブックリサイクル　　　　　　　　１０月２５日（土）・２６日（日）　雑誌雑誌雑誌雑誌のののの付録付録付録付録プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント（期間中）

☆ブックスタート

　絵本を介して親子が心あたたまる楽しいひとときを過ごすことを推奨するもので、毎月４

　ヵ月児健診時に行う。説明とともに実際に絵本の読み聞かせ等を行い、ブックパックを配

　布する。　　　親子　２４６組

―　１５　―



☆展示コーナーのテーマ

　４月：よい絵本　　　　　　　　　　　　

　６月：須恵町・郷土　　　　

　８月：自由研究

１０月：エコロジー　

１２月：クリスマス　　　

☆工作教室

身近にある材料やリサイクルの材料を使って季節感のある工作を行う。

特記以外は毎月第４土曜日１４:００～１５:００　図書館和室にて

５月：「プレゼントのラッピング」　８人

６月：「たなばたかざり」　１１人

７月：夏休み特別企画　早川眞吾先生の工作教室　

「水鉄砲」　４２人（事前申込）会場：ボランティアセンター・健康広場

８月：夏休み特別企画　九州産業大学美術館緒方泉先生と学生のみなさんの工作教室　

「まっくろネリノ」　５８人（事前申込）会場：ボランティアセンター

９月：「ブックカバー」　１６人

１１月：「秋をあそぼう」　１０人

１２月６日：「かずらのクリスマスリース」　６１人（事前申込）　会場：カルチャーセンター

１月：「おにはそと！」　１０人

２月：「くすだま」　１４人

３月：「フォトスタンド」　７人　　　　　参加総数　２８９人

＊４月は１２日に「子ども読書の日週間工作教室」１０月は１１月２日に「科学あそび教室」

☆図書館見学・職場体験・その他訪問

見学見学見学見学

第二小学校　３年生　　　　９３人　　６月２０日（金）　

第一小学校　２年生　　　　２７人　１０月３１日（金）

南幼稚園　　　　　　　　　４７人　　２月２７日（金）

職場体験職場体験職場体験職場体験

須恵中学校　３年生　　　　　２人　　６月２４日（火）・２５日（水）

志免中学校　２年生　　　　　２人　　６月２４日（火）・２５日（水）

須恵東中学校　２年生　　　　３人　　７月　１日（火）・　２日（水）

須恵中学校　２年生　　　　　２人　　９月　３日（水）・　４日（木）

取材活動取材活動取材活動取材活動

須恵中学校１年生 ４人　６月２５日（水）,　須恵中学校１年生 ４人　９月４日（木）
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ボランティア会議

子ども読書の日おはなしリレーやとしょかんまつりおはなしリレーの出演打ち合わせ、活動報告

などを行っている。

年３回　図書館和室にて　

参加団体　：　７団体（ボランティア団体：４　地域文庫：３）

ボランティア団体 活　動　内　容

図書館ボランティアの会 平成１６年度図書館ボランティア養成講座受講生で講座終了後、平成

「ロバの耳」　 １６年７月２５日図書館ボランティアの会として発足。毎月1回定例

代表：佐藤　銀子 勉強会を行い、同年１２月から毎月第三土曜日14時から「おはなし

（会員　６名） 会」を開催している。

布の絵本製作ボランティア 平成１４年度布の絵本製作講座受講生を主体に同年１１月１５日発

「わん・ぴいす」 足。図書館主催の布の絵本製作講座の指導と毎月４回第１～第４水曜

代表：黒田　京子 日に定例会を実施。町内外の施設に作品を出品したり、布の絵本を活

（会員　２０名） 用した「お話し遊び」を行ったりしている。

地域文庫　団体名 活　動　内　容

杉の子文庫　 毎週土曜日１０時～１６時半まで貸出し、読み聞かせ、工作、ビデオ

館長：高崎　修一 鑑賞、七夕会、クリスマス会など開催。　

布の絵本杉の子 毎月第1、2土曜、第4火曜日に定例会、カナダ日系博物館との交流

代表：吉松  喜美子 や福祉施設への寄贈を行なっている。H１８年度より文庫から独立

乙植木文庫 毎週金曜日１５時～１７時。

び等「あかちゃんおはなし会」を開催している。

10時２０分から0・１歳児、11時から２・３歳児。

おひさまおはなし会

代表：永吉　由美子

（会員　３名）

平成１７年３月１５日発足し、同年４月２１日から活動開始、毎月第

図書館ボランティア活動
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（会員　６名）

代表：喜多村 富久美

須恵おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　
平成４年１月１７日発足。平成７年６月図書館開館と同時に毎月第二

土曜日14時から「おはなしのへや」を開催。平成１５年８月に100回

回記念を行う。その他町内の小中学校、幼稚園、保育所、子育て支援

三木曜日幼児と保護者を対象に絵本の読みきかせ、わらべうた、手遊



布の絵本製作

須恵布の絵本の会「わん・ぴいす」が製作・寄贈。

２０年度の作品は『だからこぶたちゃん』『かくれんぼだあれ』『ビーだまいくつ？』

『くらいくらい』『カンガルーぼうや』『としょかんカレンダー』

布の絵本製作講座の準備、指導も「わん・ぴいす」が行っている。

ボランティア団体によるおはなし会

・毎月第２・３土曜日１４：００から、幼児・小学生向けのおはなし会を開催。

・毎月第３木曜日１０：２０から赤ちゃん向けのおはなし会を開催。

（０・１歳　１０：２０～,　２・３歳　１１：００～）

・担当グループ

第２土曜日：「須恵おはなし会」　　

第３木曜日：「おひさまおはなし会」

第２ 第３ 第２ 第３
土曜 土曜 ０・１歳 ２・３歳 土曜 土曜 ０・１歳 ２・３歳

４月 25 37 25 １０月 12 3 15 14
５月 16 13 36 8 １１月 5 13 11 8
６月 15 6 24 9 １２月 11 12 25 17
７月 9 11 21 14 　１月 22 7 10 8
８月 20 26 25 　２月 12 8 9 15
９月 13 14 20 14 　３月 7 10 18 11

合計 142 122 252 168

総合計総合計総合計総合計 684684684684

―　１９　―

第３木曜 第３木曜



第1条　

第2条        
改正(平13教委規則第4号)

第3条　

((((事業事業事業事業))))
第4条　

改正(平21教委規則第2号)

第5条　

第6条　

改正(平13教委規則第3号)

第7条　

第8条　

第9条　

第10条　

改正(平12教委規則第2号)

第11条　

改正(平13教委規則第3号)

須恵町立図書館管理運営規則

―　２０　―

の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が天災、
その他やむを得ない事由があると認めたときは、これを免除することができる。

この規則は、須恵町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営等について
必要な事項を定めるものとする。

図書館に館長、司書、その他図書館業務の遂行に必要な職員を置く。

((((趣旨趣旨趣旨趣旨))))

((((職員職員職員職員))))

((((利用者利用者利用者利用者のののの秘密秘密秘密秘密をををを守守守守るるるる義務義務義務義務))))
図書館職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を
漏らしてはならない。

図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の業務を行う。
  (1)　図書館資料の収集、整理、保存及び提供
  (2)　個人貸出し及び団体貸出し
  (3)　読書案内及び読書相談
  (4)　調査及び研究の援助
  (5)　読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料の展示会等の主催及び奨励
  (6)　広報活動、読書資料の発行及び頒布
  (7)　時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供

(12)　その他図書館の目的達成のために必要な事業　

((((開館時間開館時間開館時間開館時間))))
図書館の開館時間は、10時から18時までとする。

  (8)　他の図書館、学校、公民館、その他の機関との連絡及び協力
  (9)　「福岡県公共図書館等相互貸借規程」による図書館資料の相互貸借
(10)　読書団体との連携及び協力並びに読書団体活動の促進
(11)　地域文庫活動への援助及び育成

2　前項の規定にかかわらず、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これ
     を変更することができる。
((((休館日休館日休館日休館日))))

図書館の休館日は、次のとおりとする。

(4)　特別整理日(毎年15日以内で、教育委員会が定める期間)
2　前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

((((入館者入館者入館者入館者のののの心得心得心得心得))))

(1)　月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる
       ときは、その翌日とする。
(2)　5月3日から5月5日まで及び12月28日から翌年1月4日まで
(3)　図書整理日(毎月最終木曜日)

入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)　他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2)　所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(3)　館内での飲食又は喫煙をしないこと。
((((利用利用利用利用のののの制限制限制限制限))))

教育委員会は、この規則又は図書館職員の指示に従わない者に対して、図書館資料及び私設の利用
を一時停止し、又は禁止することができる。

((((損害損害損害損害のののの賠償賠償賠償賠償))))

2　複写に要する費用は実費とし、利用者の負担とする。　

((((個人貸出個人貸出個人貸出個人貸出のののの対象対象対象対象))))
図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。

入館者は、図書館資料及び設備器具等を著しく汚損又は損傷若しくは紛失したときは、教育委員会

((((図書館資料図書館資料図書館資料図書館資料のののの複写複写複写複写))))
図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第３１条
に規定する範囲において、これを行うことができる。

(1)　別表１に定める市町村に在住するもの
(2)　須恵町内(以下「町内」という。)に所在する職場に勤務するもの
(3)　町内に所在する学校、幼稚園に通学、通園する者
(4)　その他教育委員会が特に適当と認めたもの　



第12条　

第13条　

第14条　

改正(平13教委規則第6号)

第15条　

第16条　
((((貸出貸出貸出貸出のののの制限制限制限制限))))
第17条　
((((団体貸出団体貸出団体貸出団体貸出))))
第18条　

第19条　

第20条　

第21条　

第22条　

((((補足補足補足補足))))
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。

附　則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附　則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附　則(平成13年1月19日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附　則(平成13年6月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成13年10月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成21年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

((((施設施設施設施設のののの利用利用利用利用))))
和室及び閲覧室は、図書館活動の一環としての資料提供の場であり、図書館が主催して行う各種
行事又は読書サークル等図書館活動に関連がある諸団体が開する行事に使用することができる。

―　２１　―

教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
((((寄贈及寄贈及寄贈及寄贈及びびびび寄託寄託寄託寄託))))

図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。また、その取扱いについては他の図書館
資料と同様とし、一般の利用に供することができる。

図書資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ所定の団体貸出申込書を提出しなけれ
ばならない。

((((団体貸出団体貸出団体貸出団体貸出のののの期間等期間等期間等期間等))))
図書資料の貸出冊数は1団体につき100冊以内とし、その貸出期間は2箇月以内とする。ただし、

図書資料の貸出しを行うことができる。
2　前項の規定により、団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が確かであり、かつ、
     その運営が適切に行われていると認められる町内の団体とする。
((((団体貸出団体貸出団体貸出団体貸出のののの手続手続手続手続))))

((((視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料))))
館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

貴重資料その他教育委員会が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。

図書館は、学校、幼稚園、保育園又は地域等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、

教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りではない。

((((貸出期間貸出期間貸出期間貸出期間のののの延長延長延長延長))))
貸出期間の延長は、その資料貸出しに支障がない限り返却日から2週間を限度として延長するこ
とができる。ただし、貸出期間の延長は、その期間内に申出のあった者に限る。

4　貸出券が登録者以外の者によって使用され、図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、
     その責めは登録者が負うものとする。
((((個人貸出冊数及個人貸出冊数及個人貸出冊数及個人貸出冊数及びびびび期間期間期間期間))))

図書館資料の貸出冊数は1人につき10冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、

貸出券を紛失したとき、又は図書館利用カードに記載した内容に変更が生じたときは、速やかに
教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2　貸出券の紛失又は破損の届出を出した者は、再発行を受けることができる。
3　貸出券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

((((個人貸出個人貸出個人貸出個人貸出のののの手続手続手続手続))))
図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ所定の図書館利用カードを提出して、図
書貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

((((貸出券紛失貸出券紛失貸出券紛失貸出券紛失のののの届届届届けとけとけとけと責任責任責任責任))))

別表　１

福岡市　筑紫野市　春日市　大野城市

宗像市　太宰府市　前原市　古賀市

宇美町　那珂川町　篠栗町　志免町

須恵町　新宮町　　久山町　粕屋町
福津市　二丈町　　志摩町 
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