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        日 時：令和４年７月１２日（火） 

             午後３時 

        場 所：図書館 本館 ２階集会室 
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（１）令和３年度決算報告について 

 

〇予算額との比較                            単位：円 

事 業 名 
令和３年度 

予算額 

令和３年度 

執行額 
差 引 主な内容 

１ 図書館運営に 

  関する経費 
3,596,000 3,422,063 173,937 

図書館協議会委員報酬、 

消耗品費、燃料費、電話

料金、庁用車借上料、負

担金等 

２ 図書館施設 

  維持管理事業 
47,436,000 43,391,420 4,044,580 

施設管理用消耗品費、光

熱水費、施設修繕料、施

設管理委託料、物品借上

料、施設整備工事費等 

３ 市史編さん事業 6,501,000 6,130,641 370,359 

会計年度任用職員報酬、

調査員謝礼、市史事業消

耗品費、印刷製本費、市

史研究原稿料、マイクロ

フィルム作成委託料、Ｏ

Ａシステム借上料、負担

金等 

４ 図書整備事業 102,966,000 102,173,482 792,518 

新聞購読料、雑誌購入費、

書誌データ作成委託料、

資料装備委託料、電子図

書館サービス利用料、図

書購入費等 

５ 図書館事業 152,504,000 149,743,319 2,760,681 

会計年度任用職員報酬、

講師謝礼、現場用消耗品

費、印刷製本費、蔵書点

検業務委託料、インター

ネット接続料、ＯＡシス

テム借上料等 

合  計 313,003,000 304,860,925 8,142,075  

※ 予算額は、補正・流用後の決算金額です。 
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（２）令和４年度図書館事業計画について（予算別） 

 ※図書館サービス計画に沿った令和４年度計画は「資料２」に記載 

開館日数  

■年度当初予定 

   本館・公津の杜分館          291日 

   ＊三里塚コミュニティセンター図書室  291日 

   ＊公民館図書室等           276日 

 

１ 図書館運営に関する経費 

図書館協議会の開催 

   第 1回  令和 4年 7月 12日（火） 

   第 2回  令和 5年 1月予定 

 

２ 図書館施設維持管理事業 

 開館から 35年以上が経過し、老朽化が進行している状況であるため、計画的に修繕を

行う。また、赤坂センター地区複合施設等の検討に合わせ大規模改修等の検討を行って

いく。 

 （主な事業） 

  ・空調設備改修工事                      63,455千円 

  ・雨水排水管改修工事                     2,585千円 

  ・昇降機改修工事実施設計業務委託               2,107千円 

  ・事務室等サッシ廻りコーキング修繕                225千円 

  ・公津の杜分館ダウンライト修繕                 217千円 

  ・排煙機修繕                          154千円 

  ・照明落下対策修繕                       264千円 

 

３ 市史編さん事業 

  市史関係資料の調査・収集、保存や調査研究の成果を市民に提供する。 

  ・ 「成田市史研究」 第 47号の発行 

  ・ 資料のマイクロフィルム化（選定中） 

 

４ 図書整備事業 

（１）資料収集 

  市民の読書・学習活動等を適切に支援するため、多様化する資料要求に十分配慮し

て、幅広く資料を収集し、広く市民に提供する。 

  ・ 購入費内訳：書籍等（図書、視聴覚資料、マイクロフィルム）  70,299千円 

          逐次刊行物（雑誌、新聞、法規追録）       12,440千円 

  ・ 整 備 費：装備、データ作成・保守、データベース使用      8,954千円 

 

（２）電子書籍の貸出サービス 

 令和 2 年度に緊急事態宣言により 2 か月弱臨時休館となり、図書館サービスの提供

ができない期間が発生したことに鑑み、非来館での図書館資料の貸出しが可能となる
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電子書籍サービスを令和 3 年 8 月 1 日（日）から開始し、令和 4 年度も継続して提供

する。 

  ・ 電子書籍利用料                        3,300千円 

 

５ 図書館事業 

（１）図書館講座 

  市民の文化的教養を高め、併せて子どもへの読書普及を図ることを目的として開催

する。 

 

① 図書館講座 

  演  題：「夫が脳で倒れたら‐社会復帰の記録‐」 

  日  時：7月 17日（日）午後 2時～ 3時 30分 

  会  場：もりんぴあこうづ 2階 MORI×MORIホール 

  講  師：三澤 慶子 氏（ライター）・轟 夕起夫 氏（映画評論家） 

 

② 児童講座（科学あそび） 

  テ － マ：「反射ってなんだろう ～水の万華鏡をつくろう～」 

  日  時： 7月 28日（木）午前 10時～12時、午後 2時～4時 

  会  場：本館 2階集会室 

  講  師：坂口  美佳子 氏（科学読物研究会） 

 

③ 図書館講座 

  演 題：「西洋絵画入門！名画を読み解くアトリビュートの世界」 

  日 時：10月 2日（日）午後 1時～4時 

  会 場：本館 2階視聴覚ホール 

  講 師：平松 洋 氏（美術評論家） 

 

④ 図書館講座 

  演  題：「法律を味方に！トラブル予防・対策のポイント（仮）」 

  日  時：11月 6日（日）午後 2時 30分～ 4時 

  会  場：本館 2階視聴覚ホール 

  講  師：橋ケ谷 祐可 氏（法テラス千葉法律事務所弁護士） 

 

⑤ 図書館講座 

  演  題：「中高生のための日本経済新聞の読み方講座（仮）」 

  日  時： 12月 18日（日）午後 1時 30分～3時 

  会  場：本館 2階視聴覚ホール 

  講  師：山口 正人 氏（日本経済新聞社） 
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⑥ 市史講座 

  演  題：「中世北総の荘園・公領（国衙(こくが)領）と人々の営み」 

  日  時：10月 29日(土)午後 2時～4時 

  会  場：本館 2階視聴覚ホール 

  講  師：木村 修 氏（成田市文化財審議委員会委員）   

 

 

（２）子どもの読書活動推進事業 

平成 16年 6月に策定した『成田市子どもの読書活動推進計画』の第 2次計画の策定 

を令和 4年度に行う 

 

①おはなし会 

   【本 館】 

    ・ えほんのおはなしかい 土曜日（第３を除く） 4歳～小学生  絵本の読み聞かせ 

    ・ おはなしかい     毎月第３土曜日 5歳～小学生  おはなしと絵本 

    ・ ０・１歳のおはなしかい 毎月第３金曜日 0～1 歳児と保護者 わらべうたや絵本 

    ・ ２・３歳のおはなしかい 隔月第３金曜日 2～3 歳児と保護者 わらべうたや絵本 

・ なつやすみおはなしかい  7月 21日（木)  3歳～5歳、小学生（保護者も可） 

    ・ 大人のためのおはなし会 12月 8日（木） 16歳以上 

    ・ はるやすみおはなしかい  3月 28日（火） 3歳～5歳、小学生（保護者も可） 

 

   【公津の杜分館】 

・ 杜のおはなしかい   毎月第２・第 4 火曜日 ひとりで聞ける子～小学生 絵本の読み聞かせ 

    ・ 杜のなつやすみおはなしかい   7月 26日（火）4歳～5歳、小学生（保護者も可） 

    ・ 杜のふゆのおはなしかい   1月 5日（木）4歳～5歳、小学生（保護者も可） 

 

②学校への支援  

 学校図書館司書との合同研修を実施し、調べ学習で必要な資料など、学校図書館

の蔵書では対応できないものを貸し出し、学校図書館の活動を支援する。また、ボ

ランティアの協力を得て、市内全小学校を対象に、昔話の語りや絵本の読み聞かせ

等を行う「学校訪問おはなし会」を実施し、読書や図書館への関心を高める。 

 

③赤ちゃん絵本読み聞かせ 【実施未定】 

   乳児の保護者に読み聞かせなどの重要性を理解してもらうために、保健福祉館で

行われる 4 か月児赤ちゃん相談において、ボランティアの協力で絵本の読み聞かせ

を行う。 
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④ボランティアの支援 

・絵本の読み聞かせ講座（連続 2回） 

 小学校などで読み聞かせの活動をする初心者向けに、絵本の選び方や読み聞かせ

の仕方について研修を行い、読み聞かせボランティアを支援する。 

  6月 3日（金）11人、6月 10日（金）11人 

   ・ストーリーテリング研修 

    講師 ： 山田 吟子 氏 

    おはなし会を担当する司書及びボランティアの研修を行う。 

    5月 12日（木）  受講者数：14人 

9月 8日（木）、11月 10日（木）、2月 9日（木） 

 

⑤ブックリスト配布等 

    小学校及び義務教育学校１年生向けブックリストを作成し、市内全校で配布する。 

    夏休み前に学年別ブックリストを作成し、全小中学校及び義務教育学校で配布す 

る。  
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（３）展示 

①本館 

テーマを設けて図書を展示・貸出する。  

 月 一般展示コーナー 児童展示コーナー ミニ展示・ミニミニ展示 

令和 4年 

4 月～5月 
お城へ行こう 

魔法の世界 

花紀行／リサイクルを考える／日本茶を楽し

む／沖縄復帰 50 周年／メンタルケア／栽培

に注意が必要な植物たち 

ばんざいいちねんせ

い 

6 月～7月 
防災対策をかんが

える 

映画音楽の世界／あじさい 

いいほんみつけた！ 

-なつやすみにすすめ

る本- 

 

（２階展示コーナー）市史関係資料等を展示し、利用者の関心を高める。 

令和 4年  

4 月～ 

写真でみるふるさと成田 思い出のまち 昭和 40年代編 

 

 

②公津の杜分館 

テーマを設けて図書を展示・貸出する。 

  月 一般展示コーナー 児童展示コーナー ミニ展示 特設 

令和 4年 

4 月 
話し方・伝え方 

数字のでてくる本 

ノート術／地震の備えは万全

ですか／2021 年の海外ベスト

SF／防犯 大切な人を守るた

めに／ツバメや身近な小鳥た

ち 

2022 年春の

一冊 

ばんざいいちねんせい 

5 月 建造物を訪ねる 

ツバメや身近な小鳥たち／日

本国憲法施行 75 年／素敵な庭

づくり／お掃除、お掃除。 

 

6 月 動物と生きる 雨の日も楽しいな 

言葉で旅する／写真を楽しも

う／貿易と外交と日本史／ロ

シア文学を読む 

 

 

（４）障がい者サービス 

身体や視覚等の障がいのため、図書館の利用が困難な方へのサービスとして、録音図

書の製作、資料の郵送・宅配等を行う。また、音訳協力者の技術向上のため、令和 4年

度は、音訳協力者養成講座を 5回開催予定。 
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（５）本のリサイクル 

図書館の除籍本を学校、保育園等の公共施設に無償配布し、また、除籍本と利用者 

等からの寄贈本の一部を公津の杜分館及び下総公民館図書室の常設コーナーで無償配

布を行う（密になることを避けるため令和 3年 1月 15日から中止している本館での無

償配布については当面中止を継続する）。  

 

（６）映画会 

今年度は「映画で世界を知ろう」というテーマで世界の実情のわかる作品やドキュメ

ンタリー、各国で評価されている作品を中心に、年 14回開催予定である。 

 

日付 曜日 対象 タイトル 観客数 

4月 17日 日 一般 世界の果ての通学路 43 

5月 22日 日 一般 フェアウェル 44 

6月 11日 土 一般 
ターシャ・テューダー 静かな水の物

語 
32 

7月 16日 土 一般 英国王のスピーチ  

8月 21日 日 一般 フジコ・ヘミングの時間  

9月 11日 日 一般 フード・インク  

以降は未定 
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（３）令和４年度予算について 

 

                                    単位：円 

事 業 名 
令和４年度 

当初予算額 

令和３年度 

当初予算額 
比 較 内  容 

主な 

増減項目 

１ 図書館運営 

に関する 

経費 

3,506,000 3,530,000 ▲24,000 

図書館協議会委員

報酬、消耗品費、燃

料費、電話料金、庁

用車借上料、負担金

等 

－ 

２ 図書館施設 

維持管理 

事業 

110,511,000 47,502,000 63,009,000 

施設管理用消耗品

費、光熱水費、施設

修繕料、施設管理委

託料、物品借上料、

施設整備工事費等 

施設整備工事

費（空調設備改

修工事）（増） 

３ 市史編さん 

事業 
6,505,000 6,501,000 4,000 

会計年度任用職員

報酬、調査員謝礼、

市史事業消耗品費、

印刷製本費、市史研

究原稿料、マイクロ

フィルム作成委託

料、ＯＡシステム借

上料、負担金等 

－ 

４ 図書整備 

事業 
94,993,000 102,972,000 ▲7,979,000 

新聞購読料、雑誌購

入費、書誌データ作

成委託料、資料装備

委託料、電子図書館

サービス利用料、図

書購入費等 

図 書 購 入 費

（減） 

５ 図書館 

事業 
152,985,000 152,498,000 487,000 

会計年度任用職員

報酬、講師謝礼、現

場用消耗品費、印刷

製本費、蔵書点検委

託料、インターネッ

ト接続料、ＯＡシス

テム借上料等 

会計年度任用

職員報酬（増） 

合  計 368,500,000 313,003,000 55,497,000  
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○成田市立図書館設置条例 

昭和５９年３月２６日 

条例第１３号 

（目的） 

第１条 この条例は，図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０条及び第１６条の規定に基づ

き，成田市立図書館（以下「図書館」という。）の設置及び成田市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に

関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

（設置，名称及び位置） 

第２条 本市は，市民の教育と文化の発展に寄与するため，法第２条第１項に規定する図書館を設置する。 

２ 図書館の名称及び位置は，次のとおりとする。 

区分 名称 位置 

本館 成田市立図書館 成田市赤坂１丁目１番地３ 

分館 成田市立図書館公津の杜分館 成田市公津の杜４丁目８番地 

（図書館協議会） 

第３条 法第１４条の規定により，協議会を置く。 

２ 協議会は，委員１０人以内をもって組織する。 

３ 委員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 学校教育の関係者 

(2) 社会教育の関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 利用者 

(5) 識見を有する者 

４ 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

５ 委員は，再任されることができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか，図書館の管理運営その他必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は，昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月２９日条例第１２号） 

この条例は，平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日条例第１７号） 

この条例は，平成１２年４月１日から施行する。ただし，（中略）第４条中成田市立図書館設置条例第２条第２

項の改正規定は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２４年４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委員である者は，改正後の第３条第３項の規定により委員として任命されたものと

みなす。 
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附 則（平成２５年３月２１日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２５年７月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（成田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

２ 成田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例（平成２４年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 
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○成田市立図書館の管理及び運営に関する規則 

昭和５９年９月１２日 

教育委員会規則第１０号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 図書館奉仕 

第１節 通則（第２条―第８条） 

第２節 個人貸出し（第９条―第１３条） 

第３節 団体貸出し（第１４条―第１７条） 

第４節 配送貸出し（第１８条―第２１条） 

第５節 資料の複写（第２２条） 

第６節 公民館図書室等（第２３条） 

第７節 視聴覚資料（第２４条） 

第８節 電子書籍（第２５条・第２６条） 

第９節 集会室等の使用（第２７条―第２９条） 

第３章 図書館資料の受贈及び受託（第３０条―第３２条） 

第４章 図書館協議会（第３３条・第３４条） 

第５章 雑則（第３５条・第３６条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，成田市立図書館設置条例（昭和５９年条例第１３号）第４条の規定により，図書館の管理及

び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

第２章 図書館奉仕 

第１節 通則 

（事業） 

第２条 図書館は，図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条の規定により，次に掲げる事業を行う。 

(1) 図書館資料の収集，整理及び保存 

(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) レファレンス 

(5) 読書会，研究会，講習会，鑑賞会，映写会，資料展示会等の主催及び奨励 

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布 

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供 

(8) 他の図書館，学校，公民館，博物館，研究所等との連絡及び協力 

(9) 図書館資料の図書館間相互貸借 

(10) 市内学校図書館等との連絡及び連携 

(11) 家庭文庫等との連絡及び協力並びにその団体活動の促進 

(12) 第２３条に規定する公民館図書室等（以下「公民館図書室等」という。）の運営 

(13) 前各号に掲げるもののほか，図書館の目的達成のため必要な事業 
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（平３１教委規則１・一部改正） 

（開館時間等） 

第３条 図書館の開館時間は，午前９時３０分から午後７時（成田市立図書館の参考資料室等にあっては，午後

５時１５分）までとする。ただし，日曜日，土曜日及び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（１月１日を除く。以下「休日」という。）にあっては，午前９時３０分から午後５時までとする。 

２ 公民館図書室等の開室時間は，午前９時３０分から午後５時までとする。 

３ 前各項の規定にかかわらず，教育長が必要と認めるときは，図書館の開館時間及び公民館図書室等の開室

時間を変更することができる。 

（令３教委規則８・一部改正） 

（休館日等） 

第４条 図書館の休館日は，次のとおりとする。 

(1) 月曜日（休日を除く。） 

(2) 休日が月曜日に当たるときのその日後におけるその日に最も近い休日以外の日 

(3) １月１日から１月４日まで及び１２月２９日から１２月３１日まで 

(4) 館内整理日 １月から１１月までの月の末日及び１２月２７日（その日が前各号に掲げる日並びに日曜日

及び土曜日に当たるときは，これらの日並びに４月２９日及び１２月２８日以外でその月においてその日に

最も近い日） 

(5) 特別整理期間 毎年２週間以内で教育長の定める日 

(6) 図書館の管理運営上必要と認められる日で，あらかじめ休館日として掲示した日 

２ 前項の規定にかかわらず，教育長が必要と認めるときは，同項に規定する休館日（同項第５号及び第６号に

規定する休館日を除く。）を臨時に開館することができる。 

３ 公民館図書室等の休室日は，別に定めるもののほか，次のとおりとする。ただし，成田市三里塚コミュニティ

センター図書室の休室日については，第１項の規定を適用する。 

(1) 月曜日 

(2) 休日（日曜日を除く。） 

(3) 第１項第２号から第６号までに掲げる日 

（利用者の心得） 

第５条 利用者は，成田市立図書館長（以下「館長」という。）の指示に従うとともに図書館資料を大切に取り扱い，

館内では静粛にしなければならない。 

（入館の制限） 

第６条 館長は，図書館の管理上適当でないと認められる者があるときは，入館を禁止し，又は退館させることが

できる。 

（利用の制限） 

第７条 館長は，この規則に違反し，又は館長の指示に従わなかった者に対し，図書館資料の利用を制限し，

又は禁止することができる。 

（損害の弁償） 

第８条 教育長は，利用者が図書館資料，設備器具等を汚損し，破損し，又は紛失したときは，現品又は相当

の代価をもって弁償させることができる。 

第２節 個人貸出し 

（貸出しの対象者及び手続） 
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第９条 図書資料（図書館資料のうち視聴覚資料及び電子書籍（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他

人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。）によって作成された図書館資料のう

ち，インターネットその他教育長が定める方法により利用が可能なものとして，教育長が指定するものをいう。

以下同じ。）を除いたものをいう。以下同じ。）の貸出しを受けることができる者は，本市に居住し，又は通勤し，

若しくは通学している者とする。ただし，館長が必要と認めるときは，この限りでない。 

２ 図書資料の貸出しを受けようとする者は，利用申込書（別記第１号様式）を館長に提出して利用登録をし，成

田市立図書館利用カード（別記第２号様式。以下「利用カード」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。 

（令３教委規則８・一部改正） 

（利用カードの紛失等） 

第１０条 利用カード又は図書資料を紛失したとき，又は利用カード若しくは利用申込書に記載した内容に変更

が生じたときは，速やかに館長に届け出なければならない。 

２ 利用者は，利用カード又は貸出しを受けた図書資料を他人に貸与し，又は譲渡してはならない。 

（貸出しの冊数等） 

第１１条 図書資料の貸出冊数は１０冊以内とし，貸出期間は２週間以内とする。 

２ 館長は，申出のあった者に対し，他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間の末日から２週間を限度として，

前項の貸出期間の延長を認めることができる。 

３ 館長は，必要があると認めるときは，第１項の貸出冊数及び前各項の貸出期間を変更することができる。 

（平３１教委規則１・令３教委規則８・一部改正） 

（貴重資料等） 

第１２条 貴重資料その他館長が特に指定した図書資料は，所定の場所でのみ利用することができる。ただし，

館長が必要と認めるときは，この限りでない。 

（返納を怠った者に対する処置） 

第１３条 館長は，図書資料を期間内に返納しなかった者に対し，期間を定めて貸出しを禁止することができる。 

第３節 団体貸出し 

（貸出しの対象） 

第１４条 図書館は，市内の地域団体，職域団体及び読書会等で館長が適当と認める団体に対し，図書資料の

貸出しを行うことができる。 

（貸出しの手続） 

第１５条 図書資料の貸出しを受けようとする団体は，団体利用申込書（別記第３号様式）を館長に提出して利

用登録をし，利用カードの交付を受け，これにより申し込まなければならない。 

（貸出しの冊数等） 

第１６条 図書資料の貸出冊数は１団体３００冊以内とし，貸出期間は２月以内とする。 

２ 館長は，期間内に申出のあった団体に対し，他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間の末日から１月を

限度として，前項の貸出期間の延長を認めることができる。 

３ 館長は，必要があると認めるときは，第１項の貸出冊数及び前各項の貸出期間を変更することができる。 

（平３１教委規則１・令３教委規則８・一部改正） 

（個人貸出しの規定の準用） 

第１７条 第１０条，第１２条及び第１３条の規定は，図書資料の団体貸出しについて準用する。 

第４節 配送貸出し 
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（貸出しの対象者） 

第１８条 図書資料の配送貸出しを受けることができる者は，次に掲げる者とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳

（以下「障害者手帳」という。）に視覚障害１級から４級までである者として記載されている者 

(2) 障害者手帳に下肢の障害が１級から６級までである者として記載されている者 

(3) 成田市ねたきり高齢者福祉手当支給条例（昭和５０年条例第２７号）第２条第１号に規定する者 

(4) 前各号に掲げるもののほか，館長が特に必要と認める者 

（令３教委規則８・一部改正） 

（貸出しの手続） 

第１９条 図書資料の配送貸出しを受けようとする者又はその代理人は，配送利用申込書（別記第４号様式）を

館長に提出して利用登録をし，利用カードの交付を受け，これにより申し込まなければならない。 

２ 館長は，必要に応じ，登録者の障害者手帳を確認することができる。 

（配送等の経費） 

第２０条 図書資料の配送貸出し又は返納に要する経費は，予算の範囲内において図書館が全部又は一部を

負担することができる。 

（個人貸出しの規定の準用） 

第２１条 第１０条から第１３条までの規定は，図書資料の配送貸出しについて準用する。この場合において，第

１１条第１項中「１０冊」とあるのは「２０冊」と，「２週間」とあるのは「１月」と，同条第２項中「２週間」とあるのは「１

月」と読み替えるものとする。 

第５節 資料の複写 

（図書館資料の複写） 

第２２条 図書館資料の複写は，１複写部分につき１人当たり１部とする。ただし，技術上複写が困難なものその

他館長が不適当と認めるものについては，複写することができない。 

２ 図書館資料の複写を行った者は，費用を負担しなければならない。 

第６節 公民館図書室等 

（公民館図書室等） 

第２３条 図書館は，次に掲げる場所において，図書資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。 

名称 実施場所 

成田市公津公民館図書室 成田市公津公民館内 

成田市久住公民館図書室 成田市久住公民館内 

成田市橋賀台公民館図書室 成田市橋賀台公民館内 

成田市玉造公民館図書室 成田市玉造公民館内 

成田市豊住公民館図書室 成田市豊住公民館内 

成田市成田公民館図書室 成田市成田公民館内 

成田市八生公民館図書室 成田市八生公民館内 

成田市中郷公民館図書室 成田市中郷公民館内 

成田市加良部公民館図書室 成田市加良部公民館内 

成田市美郷台地区会館図書室 成田市美郷台地区会館内 

成田市遠山公民館図書室 成田市遠山公民館内 
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成田市三里塚コミュニティセンター図

書室 

成田市三里塚コミュニティセンター内 

成田市下総公民館図書室 成田市下総公民館内 

成田市大栄公民館図書室 成田市大栄公民館内 

２ 第５条から第１３条までの規定は，公民館図書室等について準用する。 

第７節 視聴覚資料 

（貸出しの点数等） 

第２４条 視聴覚資料の貸出点数及び貸出期間は，次のとおりとする。ただし，館長が必要と認めるときは，その

貸出点数及び貸出期間を変更することができる。 

区分 貸出点数 貸出期間 

個人貸出し ３点以内 ２週間以内 

団体貸出し ５点以内 １月以内 

配送貸出し ６点以内 １月以内 

２ 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。 

３ 図書館は，前条第１項に掲げる場所において，視聴覚資料の個人貸出しを行うことができる。 

４ 第９条，第１０条，第１２条から第１５条まで及び第１８条から第２０条までの規定は，視聴覚資料の貸出しにつ

いて準用する。 

（平３１教委規則１・令３教委規則８・一部改正） 

第８節 電子書籍 

（令３教委規則８・追加） 

（貸出しの点数等） 

第２５条 電子書籍の貸出点数及び貸出期間は，次のとおりとする。 

区分 貸出点数 貸出期間 

個人貸出し ３点以内 ２週間以内 

２ 館長は，期間内に申出のあった者に対し，他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間の末日から２週間を

限度として，前項の貸出期間の延長を認めることができる。 

３ 館長は，必要があると認めるときは，第１項の貸出点数及び前各項の貸出期間を変更することができる。 

４ 第９条及び第１０条の規定は，電子書籍の貸出しについて準用する。 

（令３教委規則８・追加） 

（電子書籍の利用の停止） 

第２６条 館長は，次に掲げる場合は，電子書籍の利用の全部又は一部を停止することができる。 

(1) 電子書籍の利用に係る設備の保守点検，更新等を行う場合 

(2) 前号に掲げるもののほか，館長が電子書籍の利用を停止する必要があると認める場合 

（令３教委規則８・追加） 

第９節 集会室等の使用 

（平３１教委規則１・改称，令３教委規則８・旧第８節繰下） 

（使用の申請及び許可） 

第２７条 集会室及び視聴覚ホール（以下この節において「集会室等」という。）を使用しようとする者は，集会室

等使用許可申請書（別記第５号様式）を館長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 館長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，支障がないと認めるときは，集会室等使
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用許可決定通知書（別記第６号様式）により当該申請をした者に通知しなければならない。 

３ 館長は，使用の許可に当たっては，条件を付することができる。 

（平３１教委規則１・一部改正，令３教委規則８・旧第２５条繰下） 

（使用の不許可） 

第２８条 館長は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，集会室等の使用を許可してはならない。 

(1) 集会室等の使用が第２条に規定する事業と目的を異にするとき。 

(2) 公の秩序を害し，又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(3) 営利を目的とするとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか，集会室等の管理上支障があるとき。 

（平３１教委規則１・一部改正，令３教委規則８・旧第２６条繰下） 

（使用の制限） 

第２９条 館長は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，使用条件を変更し，又は使用を停止し，若

しくは使用の許可を取り消すことができる。 

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。 

(2) 使用目的が許可時と異なったとき。 

(3) 災害その他の事故により図書館の使用ができなくなったとき。 

(4) 図書館の運営上特に必要があるとき。 

（令３教委規則８・旧第２７条繰下） 

第３章 図書館資料の受贈及び受託 

（図書館資料の受贈） 

第３０条 図書館は，図書館資料の寄贈を受けることができる。 

２ 寄贈された図書館資料は，他の図書館資料と同様の取扱いをする。 

（令３教委規則８・旧第２８条繰下） 

（図書館資料の受託） 

第３１条 図書館は，図書館資料の委託を受けることができる。 

２ 委託された図書館資料は，他の図書館資料と同様の取扱いをする。 

３ 図書館は，委託された図書館資料のやむを得ない事由による汚損又は破損，若しくは紛失について，その

責めを負わないものとする。 

（令３教委規則８・旧第２９条繰下） 

（寄贈及び委託の手続等） 

第３２条 図書館に図書館資料を寄贈し，又は委託しようとする者は，図書館資料寄贈（委託）申込書（別記第７

号様式）を館長に提出し，承認を受けるものとする。 

２ 図書館は，前項の規定により委託の承認を受けた者（次項において「委託者」という。）に図書館資料受託書

（別記第８号様式）を交付するものとする。 

３ 図書館資料の寄贈又は委託に要する経費は，第１項の規定により寄贈の承認を受けた者及び委託者の負

担とする。ただし，館長が特に必要と認めるときは，予算の範囲内において図書館が全部又は一部を負担す

ることができる。 

（令３教委規則８・旧第３０条繰下） 

第４章 図書館協議会 

（図書館協議会） 
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第３３条 成田市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に委員長及び副委員長を置き，それぞれ委員の互

選により選出する。 

２ 委員長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を代理する。 

４ 協議会は，委員長が招集し，委員長が会議の議長となる。 

５ 協議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

６ 協議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。 

（令３教委規則８・旧第３１条繰下） 

（庶務） 

第３４条 協議会の庶務は，図書館において処理する。 

（令３教委規則８・旧第３２条繰下） 

第５章 雑則 

（販売行為等の禁止） 

第３５条 図書館又はその敷地内において，物品の販売その他これに類する行為又は広告その他これに類する

ものの掲示若しくは配布をしてはならない。ただし，館長の許可を受けたときは，この限りでない。 

（令３教委規則８・旧第３３条繰下） 

（委任） 

第３６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。 

（平３１教委規則１・追加，令３教委規則８・旧第３４条繰下） 

附 則 

この規則は，昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月１２日教委規則第４号） 

この規則は，昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年３月１２日教委規則第４号） 

この規則は，昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年３月２４日教委規則第２号） 

この規則は，昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月２９日教委規則第６号） 

この規則は，平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年７月２５日教委規則第２号） 

この規則は，平成２年８月１日から施行する。 

附 則（平成２年１２月１３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３年３月２５日教委規則第４号） 

この規則は，平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年１０月１７日教委規則第９号） 

この規則は，平成３年１０月２２日から施行する。 

附 則（平成６年３月２９日教委規則第３号） 

この規則は，平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２９日教委規則第１号） 
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この規則は，平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月２４日教委規則第２号） 

この規則は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日教委規則第４号） 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年６月３０日教委規則第９号） 

この規則は，平成１７年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日教委規則第２６号） 

この規則は，平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成１９年７月２７日教委規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１９年９月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに貸出しをした図書館資料については，なお従前の例による。 

附 則（平成２０年６月２６日教委規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２０年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第２号様式により作成されている利用カードは，改正後の別記第２

号様式により作成された成田市立図書館利用カードとみなす。 

附 則（平成２１年４月２８日教委規則第１３号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日教委規則第１０号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日教委規則第２号） 

この規則は，平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２７日教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２５年７月１日から施行する。 

（成田市教育委員会行政組織規則の一部改正） 

２ 成田市教育委員会行政組織規則（昭和３１年教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３１年３月７日教委規則第１号） 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月２３日教委規則第８号） 

この規則は，令和３年８月１日から施行する。 


