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Ⅰ 計画策定の背景と目的 

１ 計画策定の背景 

   嘉麻市立図書館（以下「図書館」という。）は、合併以来、旧自治体毎に設置していた図書館

を継続して運営しており、市内に 4つの図書館を有していることから、近隣自治体と比較して

充実した施設数であり、蔵書も数多く備えています。また、各図書館において乳幼児向け読み

聞かせをはじめ工作会や大人向けおはなし会、教養講座等、様々な事業を実施することで、地

域間格差のない図書館事業を推進しています。 

図書館サービスを充実したものにするためには、施設の条件整備はもとより人的配置が必要

であり、そこに係る経費も必要となっています。また、４つの図書館が、建築から 20 年から

50年程度を経過している施設であることから、今後、大規模改修が必要となり、施設の維持管

理に要する経費の増大が予想されますが、嘉麻市（以下「本市」という。）の厳しい財政状況や

合併後における人口減少の状況に鑑みたとき、将来にわたり現在の４つの図書館を現状のまま

維持管理していくことは非常に厳しい状況にあります。そこで、本市の図書館の在り方につい

て、早急なる協議検討の必要性が高まっています。このような中、従前から実施してきた利用

者サービスをいかに充実させていくのか、乳幼児から高齢者に至るまでの全ての市民に対する

読書活動の充実に向けた事業の実施について地域間格差を生じさせない取組を継続するため

に、施設整備及び組織体制の構築を図る必要があります。 

そこで、この度、嘉麻市立図書館基本計画（以下「図書館基本計画」という。）を策定し、図

書館の将来像を定めることとしました。 

２ 図書館基本計画の目的 

   本市にふさわしい施設の設置数及び運営方針を定め、市の財政負担の軽減を図りつつ、効率

的な図書館サービスの提供を行うことで、すべての市民に対し読書活動の推進及び読書環境の

充実を図ること、併せて地域や学校との連携を更に深め、図書館が地域コミュニティ活性化の

核となり得る施設となるために図書館基本計画を策定します。 

３ 図書館基本計画の位置づけ 

   「嘉麻市総合計画」及び「嘉麻市教育振興基本計画」の施策を具体的に実現するための条件

整備を図り、「嘉麻市公共施設等適正化基本方針」及び「公共施設見直し計画」と整合性を図り

つつ、図書館の施設整備及び運営を行います。 
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平成 29（2017）年度公共施設
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第２次嘉麻市子ども読書活動推進計画 

（2017 年度～2021 年度） 

第２次嘉麻市総合計画（2017～2026 年度） 

地域の知の拠点施設として、誰もが利用しやすい環境整備を行い、市民の読書意欲の向

上を積極的に推進し、加えて学校図書館との連携や読書ボランティアの養成を行い、図書

館利用の促進と施設の適正な維持管理を行うこととしています。 

 ◆基本方針：Ⅲ ふるさとに誇りを持てる教育・文化のまちづくり 

 ◆基本施策：４ 生涯学習の実現を目指す社会教育の推進 

 ◆基本計画：(3) 図書館の利用促進 

 

嘉麻市教育振興基本計画（2018～2020 年度） 
（第 4 次嘉麻市教育アクションプラン） 

嘉麻市総合計画を推進するための具体的施策や目標指数を掲げています。 

◆図書館施設管理運営事業       （目標指数：利用者数・貸出冊数等） 

◆読書活動推進事業          （目標指数：事業参加者数等） 

◆図書ボランティア養成及び活動支援事業（目標指数：講座参加者数・活動参加者数） 

 

 

 

 

 

嘉麻市公共施設等適正化基本

方針 

嘉麻市立図書館基本計画 
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Ⅱ 図書館施設の現状と課題 

１ 図書館施設の設置状況 

本市には、旧自治体毎にそれぞれ設置している図書館に加え移動図書館車（※１）において、

広く図書館サービスを提供しています。 

各地域に設置している図書館は、図書館システムによりネットワーク化を図り、サービスの向

上と運営の効率化に努めています。図書館ホームページ上から資料の検索や本の貸出予約も可能

としていることや、４館を巡回する配本車を活用することで、市内のどこの図書館でも本を借り

たり返却したりすることができる仕組みとし、利用者サービスの向上を図っています。また、移

動図書館車については、市内の公立保育所、私立保育園、私立幼稚園、学童保育所、学校をはじ

め、図書館から遠方にあたる地域を巡回することで、図書館を訪れることが難しい子ども達や市

民の読書活動を推進しています。 

更には、2013（平成 25）年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

を遵守し、様々な形で合理的配慮に努め、障がいの有無に関わらず、全ての利用者にとって気軽

に利用できる施設整備に努めています。 

２ 各図書館を取り巻く現状 

  ①山田図書館 

山田図書館は、延床面積 1,726.00 ㎡と、施設規模としては市内４つの図書館のうち一番大

きな施設で、その蔵書数、利用者数、貸出冊数ともに一番多い施設です。施設には、多目的ト

イレ・幼児用トイレ・授乳室を設置しており、乳幼児から高齢者までのあらゆる年代の方々が

利用しやすい施設としています。加えて、大活字本（※２）や拡大鏡（※３）、音声拡大読書器

（※４）を設置し、障がいの有無に関わらず読書を楽しむことができる環境の充実に努めてい

ます。山田生涯学習館に隣接する施設であり、周辺には市営住宅や市バスの停留所がある立地

条件であることから、待ち合わせ時間などに雑誌や新聞を閲覧したりする利用者も多く、統計

上の利用者数や資料貸出数には反映されない多くの来館者があります。 

また、嘉麻市地域整備基本計画における山田地域の土地利用・整備方針の中では、山田生涯

学習館周辺には、多くの公共施設が集約されおり、教育機関や金融機関、医療福祉機関等、日

常生活で必要な機能が集約されていることから、山田支所は地域振興やコミュニティ拠点とし

て山田生涯学習館敷地内に設置し、近隣施設等と一体化したコンパクトなまちづくりを行う方

向性が定められており、子育てしやすい環境を活かし、定住化の促進を図ることとしています。
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こうしたことから、山田生涯学習館に併設している図書館においても地域の交流拠点施設とし

て一層の賑わいが予想されます。 

  ②稲築図書館 

稲築図書館は、稲築地区公民館内に併設されており、延べ床面積 68.57㎡と非常に狭小な施

設であり、また、建築から 48 年を経過する施設であるため、その施設整備については、老朽

化が進み多くの改善を要する施設ではありますが、2017（平成 29）年度実績では、11,000 人

を超える利用者数があり、予約・リクエストの数は 5,000件弱と全体の 32％を超える利用があ

ります。毎月実施しているおはなし会には狭い図書館ながら多くの参加者があり、子どもの読

書に関する興味や関心の高さがうかがえます。また、稲築地区の読書ボランティアサークルは、

図書館事業であるおはなし会に加えてサークル主催によるおはなし会も実施されています。現

在では多くの自治体で実施されているブックスタート事業についても、稲築地区は近隣の地域

の先駆けとして取組が行われる等、合併以前から非常に熱心にボランティア活動が行われてい

ます。図書館としては、その活動を支援しながら、読書ボランティアの皆さんと一体となった

取組を行い、読書活動の推進を図っています。 

  ③碓井図書館 

碓井図書館は、延べ床面積 968.00 ㎡で、施設規模としては山田、嘉穂に次ぐ施設となって

います。建築年度は 1996（平成８）年で、織田廣喜美術館と碓井郷土館を併設した施設と、１

階部分に図書館、２階部分に平和祈念館を併設する施設の２棟、４施設からなる碓井琴平文化

館として設置されています。施設内に多目的トイレは設置しているものの、授乳室の整備には

至っておらず、利用者の求めに応じ対応しています。また、大活字本や拡大鏡を配置すること

で障がいの有無に関わらず読書を楽しむ環境の充実に努めています。更には、朗読ボランティ

アの協力を得て、広報や議会広報等の朗読テープ（ＣＤ）を作成し提供することで、視覚障が

いのある方々に対する情報提供を行っています。碓井図書館の利用状況については、地域の人

口規模が少ないためか、その利用者数は稲築図書館を下回る結果となっています。しかしなが

ら、読書や学習のために多くの来館者があり、山田図書館同様、統計上の利用者数や資料貸出

数には反映されない多くの来館者があります。また、碓井地区の読書ボランティアサークルの

活動拠点としても活用されています。 
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  ④嘉穂図書館 

嘉穂図書館は、嘉穂生涯学習センター内に併設されており、延べ床面積 1,075.00 ㎡で、利

用者数、貸出冊数については、山田図書館に次ぐ多くの利用がある施設となっています。開架

スペースには 70,000 冊を配しており、更には、90,000 冊が収容できる閉架書庫を有する施設

です。館内には幼児用トイレ及び対面朗読室（※５）や拡大読書器（※６）をはじめ大活字本

や拡大鏡を設置しています。一体施設である嘉穂生涯学習センターには嘉穂地区公民館が併設

されており、加えて、嘉穂小学校に隣接していることもあり、地域住民に親しまれ、乳幼児か

ら高齢者までのあらゆる年代の方々及び障がいの有無に関わらず全ての方々が気軽に利用で

きる施設となっています。また、移動図書館車の拠点施設であり、現在、全国の図書館との相

互貸借（※７）の窓口としても機能しています。 

【図書館施設状況】 

図書館名 建築年度 構造 
経過年数 

（年） 

延べ床面積

（㎡） 

図書収容能力

（冊） 

図書蔵書数

（冊） 

（雑誌除く） 

山田図書館 
2001 年度 

(平成 13 年度) 
ＲＣ造 17 1,726.00 90,000 121,999 

稲築図書館 
1970 年度 

(昭和 45 年度) 
ＲＣ造 48 68.57 10,000 25,614 

碓井図書館 
1996 年度 
(平成 8 年度) 

ＲＣ造 22 968.00 50,000 64,983 

嘉穂図書館 
2002 年度 

(平成 14 年度) 
ＲＣ造 16 1,075.00 160,000 107,988 

計    3,837.57 310,000 320,584 

 

図書館名 多目的トイレ 幼児用トイレ 授乳室 対面朗読室 大活字本 
音声・拡大 

読書器 

山田図書館 〇 〇 〇 × 〇 
〇 

（音声 1 台） 

稲築図書館 × × × × × × 

碓井図書館 〇 × △ × 〇 × 

嘉穂図書館 〇 〇 〇 〇 〇 
〇 

（1 台） 

 〇稲築図書館の大活字本については、利用者の依頼に応じ他館から回送することで対応しています。 

 〇碓井図書館の授乳室は事務室内の応接室を提供しています。 
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３ 個別施設整備における課題 

  ①山田図書館 

山田図書館は、2013（平成 25）年の建築基準法の改正により、一般開架スペースの天井が特

定天井（※８）に該当するため、天井の補強工事が必要になっています。また、照明器具のＬ

ＥＤ化への移行に伴い、現在設置している照明器具の修繕部品及び電球の調達が難しい状況に

なってきており、全体的なＬＥＤ化の検討が必要です。加えて、空調機器については設置から

17年を経過し、様々な不具合が生じてきており、その都度修繕を行って対応している状況です

が、今後、機器の入替作業を検討する必要があります。また、雨漏りが数か所発生しているた

め、雨漏りに対する改修工事も必要となっています。 

  ②稲築図書館 

稲築図書館が併設されている稲築地区公民館については、平成 29 年度に策定された嘉麻市

公民館基本計画において、施設老朽化のための建替の検討が定められていますが、稲築図書館

を併設施設とするのか、又は、別施設として整備するのか、現状において、その方向性は定ま

っていない状況です。 

稲築地区においては、図書館の拡充についての要望署名が提出されていることや、2012（平

成 24）年の議会において「稲築地区公民館整備（建替え）に関する請願書」が採択されている

こと等、稲築地区における図書館の整備拡充のニーズは高く、現在の図書館の利用状況から見

る地域住民の読書に対する関心の高さや、活発なボランティア活動を支援するための拠点施設

の整備が待たれているところです。しかしながら、市内の他の図書館同様の施設を新たに建設

することは、「平成 29年度公共施設見直し計画」（以下「施設見直し計画」という。）において

既存施設の 50％を縮減することとしていることや、近隣における図書館の設置状況及び本市

の厳しい財政及び今後の人口減少等、様々な要因を考慮した時、非常に困難であると考えます。

これに伴い、稲築図書館の今後の方向性を定める必要があります。 

  ③碓井図書館 

碓井図書館は、正面玄関付近からの雨漏りが著しく、自動ドアの度重なる故障につながって

います。部分的な補修工事は数回実施しているところですが、抜本的な改善には至っていない

のが現状です。建築後 22 年を経過していることから、照明器具のＬＥＤ化や空調機器の入替

等、その他全体的な施設の長寿命化に向けた検討も必要となっています。しかしながら、本市

の行政改革の視点や、施設見直し計画に基づき市内４館の図書館施設の在り方を検討した時、
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碓井図書館 

嘉穂図書館 碓井図書館 

碓井図書館についても大きな見直しを行う必要性に迫られています。 

  ④嘉穂図書館 

嘉穂図書館は、開架スペースの数か所に雨漏りが見られるため、随時改修工事を行っていま

すが、全面的な改善には至っていません。山田図書館同様、照明器具のＬＥＤ化及び空調機器

の入替等の検討を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設整備課題】 

図書館名 施設状況 特定天井対策 ＬＥＤ化 雨漏り対策 空調機器入替 

山田図書館 複合施設 要 要 要 要 

稲築図書館 複合施設 ― ― ― ― 

碓井図書館 複合施設 不要 要 要 要 

嘉穂図書館 複合施設 不要 要 要 要 

山田図書館 稲築図書館 
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Ⅲ 図書館の利用の現状 

 １ 図書館の利用状況 

2017（平成 29）年度における図書館利用者数は 61,796人、個人貸出冊数は 207,945 冊、市民

一人あたりの貸出冊数は 5.27 冊となっています。この５年間の利用者数の減少率が 1.4%である

ことに比して、貸出冊数については大きく減少しており、近年読書離れの傾向にあることが伺え

ます。この読書離れの傾向については、近隣の他の自治体においても同様の傾向にあり、更なる

読書活動推進のための取組強化が求められています。しかしながら、本市においては、2017（平

成 29）年度における図書館利用登録者数は、14,788人で、５年前の 2013（平成 25）年度の登録

者 12,220 人に比べて 21％増加しています。これは、図書館事業の充実や移動図書館車の運行を

拡大することにより、新たな利用者が増えていることが要因と考えられます。 

また、2018（平成 30）年 10 月から、嘉飯圏域定住自立圏連携事業に伴い、本市と飯塚市及び

桂川町において図書館相互利用に関する協定を結び、圏域内における利用者サービスを拡充する

ことができました。 

【図書館利用状況（各図書館別）（2017（平成 29）年度年報）】（個人・団体含む） 

図書館名 
利用者数 

（人） 

貸出冊数 

（冊） 

予約・ﾘｸｴｽﾄ 

件数（件） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用

者数（人） 

視聴ﾌﾞｰｽ利

用者数(冊） 

事業実施回

数（回） 

事業参加人

数（人） 

山田図書館 21,218 68,511 4,083 800 1,048 103 3,331 

稲築図書館 11,261 34,147 4,983 59 - 113 1,999 

碓井図書館 10,552 38,389 1,412 183 354 82 2,570 

嘉穂図書館 14,801 51,795 4,919 185 188 79 1,245 

移動図書館車 3,964 15,103 - - - - 
- 

 

計 61,796 207,945 15,397 1,227 1,590 377 9,145 
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【図書館利用者数の推移（各図書館別）】（個人・団体含む）             （単位：人） 

図書館名 
2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

山田図書館 23,762 25,120 26,195 23,495 21,218 

稲築図書館 10,477 11,012 10,449 10,566 11,261 

碓井図書館 10,432 10,808 10,878 10,377 10,552 

嘉穂図書館 14,665 15,161 14,903 14,290 14,801 

移動図書館車 3,326 3,400 3,830 3,694 3,964 

計 62,662 65,501 66,255 62,422 61,796 

 

 

 

23,762人

25,120人

26,195人

23,495人

21,218人

10,477人
11,012人

10,449人

10,566人
11,261人

10,432人 10,808人

10,878人

10,377人
10,552人

14,665人
15,161人 14,903人

14,290人
14,801人

3,326人 3,400人
3,830人 3,694人 3,964人
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5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人
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（平成25年度）

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）
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（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

【利用者数の推移】

山田図書館

嘉穂図書館

稲築図書館

碓井図書館

移動図書館車
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【図書館貸出冊数の推移（各図書館別）】（個人・団体含む）             （単位：冊） 

図書館名 
2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

2015 年度 

(平成 27 年度) 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

山田図書館 92,354 90,184 87,257 79,410 68,511 

稲築図書館 34,213 32,610 33,266 32,772 34,147 

碓井図書館 39,782 38,438 39,240 38,047 38,389 

嘉穂図書館 65,721 60,574 56,727 51,287 51,795 

移動図書館車 12,050 11,180 11,600 12,244 15,103 

計 244,120 232,986 228,090 213,760 207,945 

 

 

92,354冊
90,184冊

87,257冊

79,410冊

68,511冊

34,213冊
32,610冊 33,266冊 32,772冊

34,147冊

39,782冊
38,438冊 39,240冊 38,047冊 38,389冊

65,721冊

60,574冊

56,727冊

51,287冊 51,795冊

12,050冊 11,180冊 11,600冊 12,244冊
15,103冊
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10,000冊

20,000冊

30,000冊

40,000冊

50,000冊

60,000冊

70,000冊

80,000冊

90,000冊

100,000冊

2013年度

(平成25年度)

2014年度

(平成26年度)

2015年度

(平成27年度)

2016年度

(平成28年度)

2017年度

(平成29年度)

【利用者数の推移】

嘉穂図書館

碓井図書館

稲築図書館

移動図書館車

山田図書館 
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【図書館利用状況（年度毎）】（団体除く） 

区  分 
2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

2015 年度 

(平成 27 年度) 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

図書蔵書数（点） 

（雑誌除く） 
320,116 324,894 326,490 325,160 320,584 

個人貸出冊数（冊） 231,847 222,856 216,915 202,796 193,770 

市民一人あたり 

貸出冊数（冊） 
5.55 5.44 5.39 5.14 4.98 

利用者数（人） 

（団体含む） 
62,662 65,501 66,255 62,422 61,796 

0 歳～6 歳（人） 

（幼児） 
3,474 3,940 4,381 4,218 4,072 

7 歳～12 歳（人） 

（小学生） 
4,380 4,153 4,354 3,732 4,058 

13 歳～18 歳（人） 

（中・高学生） 
1,341 1,186 1,524 1,279 1,112 

19 歳～22 歳（人） 

（大学生） 
915 950 691 543 609 

23 歳～59 歳（人） 27,881 27,805 26,844 24,225 23,196 

60 歳以上（人） 23,709 25,957 26,717 26,811 27,080 

団体（団体） 962 1,510 1,744 1,614 1,669 

利用者登録数（人） 12,220 12,947 13,594 14,411 14,788 

【近隣自治体利用状況（市民一人当たり貸出冊数】（団体除く）          （単位：冊） 

区  分 
2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 
(平成 26 年度) 

2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

嘉麻市 5.55 5.44 5.39 5.14 4.98 

飯塚市 5.39 5.11 5.14 4.85 4.63 

桂川町 5.18 4.82 4.82 4.79 5.02 

田川市 3.43 3.67 3.38 3.96 3.66 

直方市 7.43 3.95 3.93 3.76 3.70 

福岡県 4.92 4.78 4.78 4.72 4.60 

全国平均 5.27 5.24 5.35 5.26 - 

（福岡県公共図書館等概況より） 
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２ 移動図書館車の利用状況 

移動図書館車の運行については、これまで運行してきた市内の山間部の地域や公立保育所に加

え、2016（平成 28）年度から市内の私立保育園、2017（平成 29）年度からは希望する私立幼稚園

及び学童保育所並びに学校を対象に運行を拡大することで利用者が増加しています。利用者数及

び貸出冊数は年々増加しており、この５年間において利用者数で 19.2％、貸出冊数で 25.3％増

加しています。今まで自ら図書館に行くことができなかった子ども達に本に触れ合う機会を提供

することで、読書習慣の基礎となる乳幼児期からの子どもに対する読書活動の推進が図られてい

ます。 

【移動図書館車利用状況】 

区  分 
2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 
(平成 26 年度) 

2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

利用者数（個人） 

     （人） 
3,248 3,344 3,758 3,620 3,822 

利用団体数(団体) 78 56 72 74 142 

利用数計（件） 3,326 3,400 3,830 3,694 3,964 

貸出冊数（個人） 

     （冊） 
9,228 9,175 9,296 9,612 10,366 

貸出冊数（団体） 

     （冊） 
2,822 2,005 2,304 2,632 4,737 

貸出冊数計（冊） 12,050 11,180 11,600 12,244 15,103 

 

【移動図書館車稼働状況】（2018（平成 30）年 4 月 1 日現在） 

巡回日 

水曜日（第１・第２・第３・第４） 

木曜日（第１・第３） 

金曜日（第 2・第 4） 

土曜日（第１・第２・第３・第４） 

日曜日（第１・第２・第３・第４） 

巡回先 

公立保育所（４施設）・私立保育園（11 園）・学童保育所（4 施設） 

小学校（5 校）・中学校（２校）・高校（1 校）・公民館等の施設（3 施設） 

その他（18 地区）   計 ４８ヶ所 

 〇小・中学校については団体貸出のための配本を併せて行っています。 
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３ 読書活動推進事業 

 （１）読書活動推進事業実施状況 

現在、４つの図書館では、図書館利用や読書活動のきっかけづくりとして各種事業を実施して

います。生後４ヶ月児を対象とするブックスタート事業（※９）及びブックスタートフォローア

ップ事業をはじめ、毎月定例開催としている乳幼児や児童を対象としたおはなし会や工作会、子

ども向け夏休み特別イベントや成人を対象とした読書講演会、おはなし会、工作会等、乳幼児か

ら高齢者までを対象とした様々な事業を開催しています。また、毎月のおはなし会に併せ各館に

おいて赤ちゃんタイム（※10）を設け、乳幼児をもつ保護者が気兼ねなく図書館を利用できる環

境づくりに努めています。なお、2017（平成 29）年度実績において、イベント事業では年間 321

回、9,145人の参加があり、館内展示等の事業では 56回実施しています。この事業の開催には地

域の読書ボランティアの協力を得ることで、より多彩な事業展開が図られ充実した内容となって

います。また、地域で活動するボランティアと事業参加者、図書館職員と住民との交流が生まれ、

核家族で育児をしている保護者への子育て支援や世代間交流の場としての役割をも担っており、

図書館を拠点として地域コミュニティの輪が広がっています。 

【図書館事業実施状況】 

区分 
開催回数

（回） 

参加者数 

（人） 
事業名 

乳幼児対象事業 118 1,238 

ブックスタート事業・絵本ですくすく講座 

定例おはなし会・赤ちゃんタイム・あけみ講座 

出張おはなし会 

小学生対象事業 147 4,472 

定例おはなし会・夏休みイベント・一日図書館員朝の読

書活動派遣・ブックトーク・施設見学 

土曜未来塾(ブックトーク)・映画会・職場体験 

中学生対象事業 13 296 ブックトーク・職場体験 

高校生対象事業 2 5 職場体験 

障がい者支援事業 2 85 おはなし会・施設見学 

成人対象事業 15 254 

ラクラク読書会・大人のためのおはなし会・映画会 

大人向け工作会・ビブリオバトル・読書講演会 

図書館資料活用講座 

うちどく事業 1 137 うちどく講演会 

その他の事業 23 2,658 
図書館ビンゴ・図書館スタンプラリー 

移動図書館車特別運行・新春本の福袋 

館内展示等 56 - 
特集展示・絵本展・ミニ布の絵本展 

本と雑誌のリサイクル市 

計 377 9,145  
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【児童向けおはなし会】            【特集展示「本の福袋」】 

 

 

 

 

 

 

     【乳幼児向けおはなし会】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ミニ布の絵本展】 

【移動図書館車】 
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（２）読書ボランティア活動状況          

  合併前の旧市町でそれぞれに活動していた 

ボランティアサークル７団体が、旧自治体と 

いう枠を超えて、本市の読書活動をより充実 

したものにするため、2006（平成18）年４月、 

合併と同時に「嘉麻市図書ボランティア連絡 

協議会」を結成されました。この連絡協議会 

ではそれぞれの持つ課題についての意見交換 

や、新たな活動の参加に向けての協議、更に 

は会員相互の研鑽と交流を通じて更なるスキ         【活動実践交流会】 

ルアップが図られています。 

  図書館事業を実施するにあたり、読書ボラ       

ンティアの存在は必要不可欠です。図書館とし 

ては、活動中のボランティアのスキルアップを 

図るための研修会や新たなボランティアを育成 

するためのボランティア育成講座を開催する等、 

その活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【嘉麻市図書ボランティア連絡協議会総会】 
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【総人口の推移と将来推計】

Ⅳ 嘉麻市を取り巻く状況 

 １ 人口の推移 

本市は明治期から昭和前期にかけて石炭産業とその関連産業を中心に繫栄してきました。しか

し、戦後のエネルギー革命による石炭産業の衰退に伴い、本市の人口は 1950（昭和 25）年の

112,212 人をピークに大きく減少し、その後も人口減少が続いています。国立社会保障・人口問

題研究所「日本の地域別将来推計人口 2013（平成 25）年３月推計」によると、22 年後の 2040

年には 26,000人を下回るとの予想が出ています。 

合併後の人口の推移をみると、当初 2006（平成 18）年では 46,587人であった人口が、2017（平

成 29）年で 39,173 人となり、この間 7,414 人が減少し、その減少率は 15%を超えています。現

状のまま推移すれば、概ね国立社会保障・人口問題研究所から出されている将来推計人口に近い

数値になることが予想されます。 

 

 

 

 

 

〇資料：2010（平成 22）年までは国勢調査、2015（平成 27）年以降は国立社会保障・人口問題研

究所「日本の地域別将来推計人口 2013（平成 25）年３月推計」 

 

【合併後の人口の推移（2006 年～2017 年）】            （嘉麻市統計書より） 

年次 
2006 年 

(平成 18 年) 

2007 年 

(平成 19 年) 

2008 年 

(平成 20 年) 

2009 年 

(平成 21 年) 

2010 年 

(平成 22 年) 

2011 年 

(平成 23 年) 

人口(人) 46,587 45,873 45,289 44,706 44,002 43,225 

減少率(％) - △1.53 △1.27 △1.29 △1.57 △1.77 

年次 
2012 年 

(平成 24 年) 

2013 年 

(平成 25 年) 

2014 年 

(平成 26 年) 

2015 年 

(平成 27 年) 

2016 年 

(平成 28 年) 

2017 年 

(平成 29 年) 

人口(人) 42,701 41,997 41,301 40,553 39,742 39,173 

減少率(％) △1.21 △1.65 △1.66 △1.81 △2.00 △1.43 
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【地方交付税の推移（見込）】

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 財政状況 

  本市の財政状況は、行政改革の取組により、合併当初に比べると一定の改善が見られたとこ

ろですが、人口減少や少子高齢化の進行等により、今後更なる税収減が見込まれています。ま

た、合併時の2006（平成18）年度には119億円交付された普通交付税が段階的に縮小され、2025

年度では102.8億円にまで減額される等の影響により引き続き厳しい財政運営が続くことが想定

されます。加えて、市内に核となる産業もないこと等から、財政基盤が弱く、自治体の財政力

を表す財政力指数（※11）が、本市では2011（平成23）年度では0.26で、ほぼ横ばい状態で推

移しています。類似団体（※12）においては、2011（平成23）年度の平均指数が0.42であり、

それ以降も年毎に変動はあるものの同様の数値となっており、本市は大幅に類似団体の平均値

を下回っている状況です。 
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３ 行政改革の視点 

2014（平成26）年度に策定された「嘉麻市公共施設等適正化基本方針」では、「本市の公共施

設の大半が、昭和40～50年代に集中的に整備されていることから、その更新時期も集中し、一

時的に莫大な財政支出が予想されるところではある。しかし、本市の現状の財政状況からし

て、公共施設等に多くの予算をかけることは非常に困難な状況となっている。そのため、公共

施設の保有量を縮減し、現存している公共施設及びインフラ資産（※13）の長寿命化を推進

し、計画的な維持管理及び修繕を実施していく。」と定めています。また、施設見直し計画で

は、今後の人口減少や財政状況を見据え、既存施設の50％を縮減する計画となっています。こ

の施設見直し計画の中では、図書館については具体的に明記されていませんが、近隣自治体や

県内の類似団体と比較して、合併市町村であることや自治体の面積等を考慮しても、本市は非

常に恵まれた環境にあることや、2013（平成25）年度の「嘉麻市外部評価結果報告書」の中で

は、「財政の健全化及び市町村合併による行政運営の効率化を優先すべきであり、市内の図書館

数は２館程度が望ましいと考える。市が市民の利便性を優先し現状維持とするのであれば、４

館運営に要する運営コストの圧縮をより真剣に検討し実施しなければ、いずれは財政難から４

館運営を断念せざるを得ない状況になる可能性が高い。」との非常に厳しい提言を受ける等、

図書館を取り巻く状況は非常に厳しい状況にあります。こうした中、図書館においても、厳し

い財政状況及び人口減少を踏まえたうえで、新たな視点に立った図書館運営の必要性が高まっ

ています。 

【近隣自治体との比較】         （2017（平成 29）年度福岡県公共図書館等概況より） 

自治体名 
人口 

（人） 

面積 

（㎢） 

施設数 

(館) 

延べ床 

面積(㎡) 

市民１人

あたり延

べ床面積

（㎡） 

図書館１ 

館あたり 

人口 (人) 

図書館１

館あたり

面積(㎢) 

嘉麻市 39,446 135.11 4.0  3,837 0.097 9,861 33.78 

飯塚市 129,702 214.07 5.0  4,414 0.032 25,940 42.81 

田川市 48,952 54.55 1.0  2,104 0.043 48,952 54.55 

直方市 57,229 61.76 1.0  2,382 0.042 57,229 61.76 

桂川町 13,769 20.14 1.0  1,265 0.092 13,769 20.14 

平 均     2.4  2,800 0.061  31,150 42.61  
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【類似団体との比較】        （2017（平成 29）年度福岡県公共図書館等概況より） 

自治体名 
人口 

（人） 

面積 

（㎢） 

施設数 

(館) 

延べ床 

面積(㎡) 

市民１人あ

たり延べ床

面積（㎡） 

図書館１館

あたり人口

(人) 

図書館１

館あたり

面積(㎢) 

嘉麻市 39,446 135.11 4.0  3,837 0.097 9,861 33.78 

筑後市 49,143 41.78 1.0  752 0.015 49,143 41.78 

大川市 35,068 33.62 1.0  1,513 0.043 35,068 33.62 

豊前市 26,160 111.10 1.0  1,982 0.076 26,160 111.10 

うきは市 30,450 117.46 1.0  2,796 0.092 30,450 117.46 

宮若市 28,379 139.99 1.0  1,450 0.051 28,379 139.99 

みやま市 38,296 105.21 3.0  2,782 0.073 12,765 35.07 

平均     1.7  2,159 0.064  27,403  73.26  

 

【合併自治体間での比較】      （2017（平成 29）年度福岡県公共図書館等概況より） 

自治体名 
人口 

（人） 

面積 

（㎢） 

施設数 

(館) 

延べ床 

面積(㎡) 

市民１人

あたり延

べ床面積

（㎡） 

図書館１

館あたり

人口(人) 

図書館１館

あたり面積

(㎢) 

嘉麻市 39,446 135.11 4.0  3,837 0.097 9,861 33.78 

飯塚市 129,702 214.07 5.0  4,414 0.032 25,940 42.81 

うきは市 30,450 117.46 1.0  2,796 0.092 30,450 117.46 

宮若市 28,379 139.99 1.0  1,450 0.051 28,379 139.99 

みやま市 38,296 105.21 3.0  2,782 0.073 12,765 35.07 

平均     2.3  2,716 0.078  20,363 81.58  
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４ 図書館管理運営経費 

 図書館運営を充実したものにするためには、資料の充実はもとより人的配置をはじめ施設の維

持管理、図書館システムの管理費用等多くの経費が必要です。現在における経費は下表のとおり

ですが、併設施設である場合、併設施設との一体的管理となるため、個別施設に比べて、維持管

理費用の軽減が図られます。 

【2017（平成 29）年度決算ベース】 

（単位：円） 

区分 決算額 

内   訳 

司書等賃金 

資料費等 

(新聞・雑誌

含む) 

施設管理費 

ｼｽﾃﾑ管理費 
移動図書館車

に係る管理費 
その他 

山田図書館費 25,828,585 7,965,961 6,968,668 9,843,721 0 1,050,235 

稲築図書館費 9,496,168 5,945,042 3,149,810 63,432 0 337,884 

嘉穂図書館費 18,280,602 9,943,642 7,055,982 621,576 0 659,402 

碓井図書館費 17,640,376 5,918,975 5,970,404 4,909,205 0 841,792 

図 書 館 管 理 

運 営 費 
14,862,934 1,710,240 108,000 9,934,206 1,365,918 1,744,570 

読 書 活 動 

推 進 事 業 費 
6,882,922 6,320,854 0 0 0 562,068 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

推 進 事 業 費 
42,500 0 0 0 0 42,500 

計 93,034,087 37,804,714 23,252,864 25,372,140 1,365,918 5,238,451 

経費割合

（％） 
100 41 25 27 1 6 
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Ⅴ 図書館の施設整備の方向性 

 １ 基本的な考え方 

1954（昭和 29）年、日本図書館協会全国図書館大会で採択された「図書館の自由に関する宣言

（1979（昭和 54）年改訂）」の中で、「図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民

に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。」としています。地域の知の拠点施

設として重要な役割を果たす図書館は、人が文化的で潤いのある生活を送るために必要とする情

報を容易に入手し、知識を得ることができる場として必要です。また、多くの情報に溢れている

現代において、先人が遺した歴史的資料や郷土資料等、地域の知的財産を蓄え、保存し、後世に

伝え、市民の要望に応じて情報提供することも大切な使命であると考えています。その使命を果

たすために長期的な視点に立って、健全なる図書館運営を行い、適切な図書館サービスの提供を

維持していくことが必要であると考えています。 

そこで、これまで、旧自治体ごとにある４つの図書館については、年齢を問わず全ての嘉麻市

民の「地域の知の拠点施設」としての重要な役割を担うべく、それぞれの図書館を拠点として各

種事業を展開し、地域住民が安心して気軽に利用できる図書館運営を行い、市民の読書活動を支

援してきました。しかしながら、本市の厳しい財政状況及び将来的な人口減少を踏まえ、現存す

る４つの図書館運営を現状のまま維持していくことは非常に厳しい状況にあります。また、行政

改革の視点による嘉麻市にふさわしい図書館数を２館とする意見が出されていますが、市民の利

便性という観点から見たとき、読書環境が悪化する地域が出てくることは大きな課題であります。

特に、読書習慣の基礎となる乳幼児期からの子ども達の読書環境が阻害され、子どもの心の成長

に大きく関わる読書活動が大きく停滞する懸念があるため、従前からの図書館の設置の在り方を

大きく見直し、新たな視点に立った図書館の将来像を模索し、より効率的で効果的な図書館運営

を目指し、適切な配置及び運営を行う必要があります。 

また、市内の小・中学校においては、2018（平成 30）年度において、「嘉麻市学校施設整備基

本計画（改訂版）」及び「嘉麻市小中一体型校施設整備基本方針」（以下「学校施設整備基本計画

等」という。）が策定されており、その中で、本市の財政状況等を踏まえ計画的かつ効果的な学校

施設の整備計画を実施するとともに、嘉麻市教育基本条例の基本理念に則り、子ども達にとって

最善の教育環境を確保するための施設整備を行うため、「小中一体型校施設」を整備することが

明記されています。その中では、学校と地域の相互交流を促進する地域コミュニティの拠点施設

として、社会教育及び社会体育施設を併設した複合型の施設整備についても検討することとされ
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ています。 

以上のことを踏まえ、図書館においても、より効率的で効果的な運営を目指し、利用者の利便

性と図書館サービスの向上を図り、市民が将来にわたり快適に安心して利用できる施設を継続的

に運営するため、今後の図書館の在り方について定めます。 

 ２ 個別施設の整備方針 

 （１）山田図書館 

山田図書館は、施設規模及び蔵書数、利用者数、貸出冊数ともに一番多い図書館として、事

業の更なる充実と利用者サービスの向上を図っていきます。施設については、特定天井の補強

工事や部分的に発生している雨漏りの改修を随時行い、また、照明器具のＬＥＤ化及び老朽化

している空調機器の入替等、省エネルギー化に配慮した施設整備を行います。地域のあらゆる

世代の市民が、集い、交流し、快適かつ安心して利用できる施設として適切に維持管理してい

きます。 

なお、学校施設整備基本計画等に併せ、将来的に学校図書館との複合型施設（山田中学校区

拠点館）として整備し、子どもの読書活動の推進を図り、併せて、地域住民が身近で利用しや

すく気軽に利用できる施設として読書活動を支援します。 

 （２）稲築図書館 

稲築図書館については、稲築地区の図書館サービスを低下させることなく、地域住民に対す

る読書環境の充実を図るため、従前の図書館の形態にとらわれることなく新たな視点に立った

拠点施設の検討が必要です。そのため、学校施設整備基本計画等に併せ、学校図書館との複合

型施設（稲築中学校区拠点館及び稲築東中学校区拠点館）として整備し、子どもの読書活動の

推進を図り、併せて、地域住民が身近で利用しやすく気軽に利用できる施設として読書活動を

支援します。 

 （３）碓井図書館 

碓井図書館については、碓井地区の図書館サービスを低下させることなく、地域住民に対す

る読書環境の充実を図るため、従前の図書館の形態にとらわれることなく新たな視点に立った

拠点施設の検討が必要です。そのため、学校施設整備基本計画等に併せ、学校図書館との複合

型施設（碓井中学校区拠点館）として整備し、子どもの読書活動の推進を図り、併せて、地域

住民が身近で利用しやすく気軽に利用できる施設として読書活動を支援します。 
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 （４）嘉穂図書館 

嘉穂図書館については、十分な書庫スペースを有しており、市の歴史的文書や貴重本の保存

を行う施設としての活用を図っていきます。また、移動図書館車のステーションを設けており、

図書館に来館することが難しい図書館利用者に対する利便性の向上のための取組を推進しま

す。加えて、より多様化する利用者のニーズに対応するため、全国の図書館との相互貸借の拠

点としての機能を持つ施設とし、幅広い資料提供に努めていきます。 

施設については、雨漏り対策、照明のＬＥＤ化等の整備を行い、市民が快適かつ安心して利

用できる施設として適切に維持管理していきます。 

なお、学校施設整備基本計画等に併せ、将来的に学校図書館との複合型施設（嘉穂中学校区

拠点館）として整備し、子どもの読書活動の推進を図り、併せて、地域住民が身近で利用しや

すく気軽に利用できる施設として読書活動を支援します。 

 （５）中央図書館 

中央図書館については、地域の知の拠点施設として、市民が文化的で潤いのある生活を送る

ために必要とする情報や知識を提供する重要な役割を担う必要があります。また、地域の先人

が遺した歴史的資料や郷土資料等、知的財産を蓄え、保存し、後世に伝え、市民の要望に応じ

て情報提供するための施設としての重要な役割を担う必要があります。また、中央図書館には、

中学校区拠点館の取りまとめや、全国の図書館との相互貸借等、広域的な図書館サービスの中

核的施設としての機能をも担う必要があり、その施設設置は必須であると考えています。 

今後、全ての地区において中学校区拠点館が整備された後に、中央図書館の設置位置及び施

設規模について、改めて検討し整備していきます。 

なお、中央図書館の設置に至るまでの期間においては、山田図書館及び嘉穂図書館がその役

割を担うこととします。 
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【施設の整備方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田図書館 

（1,726.00 ㎡） 

2001(平成 13)年 

稲築図書館 

(68.57 ㎡) 

1970(昭和 45)年 

嘉穂図書館 

（1,075.00 ㎡） 

2002(平成 14)年 

碓井図書館 

（968.00 ㎡） 

1996(平成 8)年 

地域のあらゆる世代の市

民が、集い、交流し、快

適かつ安心して利用でき

る施設として適切に維持

管理していきます。 

【中学校区拠点館】 

 従前の図書館の形態にとらわれることなく、新たな視点に立った学校施設との複合型施設と

して整備し、子どもの読書活動の推進を図り、併せて、地域住民が身近で利用しやすく気軽に

利用できる施設として読書活動を支援します。 

市の歴史的文書や貴重本

の保存・提供を行い、ま

た、全国の図書館との相

互貸借の拠点施設とし

て、市民が快適かつ安心

して利用できる施設とし

て適切に維持管理してい

きます。 

【中央図書館】 

市民が文化的で潤いのある生活を送るために必要とする情報や知識を得るための施設と

して、かつ、地域の歴史的資料等、知的財産を蓄え、保管し、後世に伝え、市民の要望に

応じて情報提供することや、全国の図書館との相互貸借等、広域的な図書館サービスの中

核的施設として中央図書館を設置し、中学校区拠点館と連携し、地域間格差のない読書活

動を推進し、市民の生涯学習を支援します。 
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〇嘉麻市立図書館の将来像 

【移行期のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最終的なイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央図書館

碓井図書館 稲築図書館 

山田中学校区 

拠点館 

碓井中学校区 

拠点館 

稲築東中学校区

拠点館 

稲築中学校区 

拠点館 

嘉穂中学校区 

拠点館 

碓井中学校区 

拠点館 

稲築中学校区 

拠点館 

稲築東中学校区 

拠点館 

 

山田図書館 嘉穂図書館 
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【施設整備スケジュール】 

 

（合併特例債活用期限）～2025 

（図書館施設耐用年数到達期限） 

（碓井）～2046 

（山田）～2051 

（嘉穂）～2052 

2052～ 

   

   

   

   

   

   

 

 

  

碓井図書館整備 

碓井中校区整備 

稲築西図書館整備 

稲築中校区整備 

稲築東図書館整備 

稲築東中校区整備 

山田図書館整備 

山田中校区整備 

嘉穂図書館整備 

嘉穂中校区整備 

中央図書館整備 

特定天井・雨漏り・LED 対応 

空調機器の入替等 

雨漏り・LED 対応 

空調機器の入替等 
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Ⅵ 今後の図書館サービスの充実 

 １ 基本理念 

  図書館の利用促進は、「嘉麻市総合計画」及び「嘉麻市教育基本条例」並びに「嘉麻市教育振興

基本計画」に基づき、その取組の推進が位置づけられています。 

乳幼児期から読書に親しむ環境づくりを行い、継続的な読書活動を支援し、読書習慣の定着化

を図るために市民ニーズに対応した事業を実施することで、乳幼児から高齢者に至るまでのすべ

ての市民に対し、より効果的な読書活動を推進します。 

各学校に併設する中学校区拠点館については、子ども読書活動推進計画に基づき、家庭、地域、

学校、行政の連携をより強化し、子どもの成長過程に応じた読書活動の充実に努めることで、子

どもの読書習慣の定着化を図ります。併せて、地域住民が気軽に利用できる図書館となるよう利

用者の利便性を図り、読書活動の支援を行うこととします。 

また、中央図書館については、本市の知の拠点施設として、市の財産である情報を集約し、市

民の生涯学習の支援の場となるような環境整備に努め、市民の知る権利を保障するために、幅広

い資料の収集及び提供を行います。併せて、中学校区拠点館の取りまとめや支援を行うことで、

本市において地域間格差のない図書館サービスの向上を図ります。 

２ 主要な取組 

（１）読書活動推進事業の充実 

   ①乳幼児の読書活動推進事業 

     ブックスタート事業をはじめ、おはなし会を毎月定例開催とすることで、できるだけ早

期の乳幼児期から絵本に親しむ環境を整えること、子ども達の心を育むための栄養となる

語り掛けの大切さを保護者に伝え、また、子ども達が絵本の楽しさを肌で感じられる取組

を行っていきます。赤ちゃんタイムを設けることで、小さな子ども達や保護者が気兼ねな

く図書館を利用できる環境を整えていきます。 

    

 

 

   ②児童の読書活動推進事業 

     おはなし会やおはなし工作会をはじめ、夏休みイベント等を通じて、図書館をより身近

ブックスタート事業・絵本ですくすく講座・赤ちゃんタイム・おはなし会等 

絵本ガイドブックの配布・布の絵本展・絵本展 
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に感じ、図書館や本に親しみをもつような環境づくりを行います。他の機関と連携するこ

とで事業の幅を広げ、子ども達の興味関心を喚起しながら図書館利用を促進していきます。

また、学校におけるブックトーク事業の実施等、学校との更なる連携を深め、加えて、家

庭での読書を推進する取組を行うことで、読書習慣の定着化に向けた取組を推進していき

ます。 

 

 

 

 

   ③中・高校生の読書活動推進事業 

     読書離れが急激に進む時期であり、身近に読書に親しむ環境づくりが必要です。新たな

読書の楽しさを伝える取組を行うことや、子ども達のニーズに応じた資料情報を提供する

専用コーナーを設け、中・高校生にとって魅力ある展示方法を工夫する等、自ら進んで本

を手に取り読書を楽しむ環境を整え、図書館利用の促進を図ります。また、図書司書がお

勧めするブックリストを提供し、図書館を利用する中・高校生に対し読書の質を高めるた

めのアドバイスを行う等、継続的な読書活動を支援します。 

 

 

 

 

   ④成人の読書活動推進事業 

     図書館を利用していない市民に対し、図書館利用のきっかけとなるよう、教養講座や読

書講演会、大人の工作会等を開催します。また、時宜に応じた特集展示を行う等、市民の

読書意欲を喚起するための取組を行います。また、就職、転職、職業能力開発及び日常的

な仕事等に関する資料情報の収集及び提供に努めていきます。 

 

 

 

 

夏休みイベント・一日図書館員・おはなし工作会・朝の読書活動支援（読み聞かせ） 

ブックトーク・うちどく事業・子ども向け映画会等 

児童向け特集展示・図書館クイズ・図書館ビンゴ等・調べ学習資料の提供 

ブックトーク・生徒作成ポップの館内展示・書評合戦（ビブリオバトル） 

職場体験の受入等 

ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーの充実 

教養講座・読書講演会・工作会・図書館スタンプラリー・本と雑誌のリサイクル市 

大人向け映画会・図書館資料活用講座等 

一般向け特集展示・新春本の福袋・県内情報、就職情報、医療情報の提供 
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（２）高齢者、障がい者サービスの充実 

  ①高齢者サービスの充実 

     本市においては、図書館利用者のうち高齢者が占める割合は、約 38％となっています。

今後更なる高齢化が予想される中、乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層が利用する図書

館において、利用者相互の世代間交流が図られ、地域コミュニティの拠点として機能する

ことで、高齢者が心身共に壮健で、日々に生きがいを感じ、楽しく生涯学習を実践できる

場を提供します。また、日本図書館協会から出されている「公立図書館の設置及び運営上

の望ましい基準」では、急速に進展する高齢化に対応するため、高齢者にも配慮した構造

の施設整備や、拡大読書器等の高齢者の利用に資する設備等の適切な整備が期待されるこ

と、また、老人福祉の関係機関・団体との連携を図り、図書館利用の際の介助や対面朗読、

宅配サービス、出張おはなし会の実施等、高齢者の立場に立ったきめ細かな図書館サービ

スの拡充が望まれるとされています。本市において、福祉施設への出張おはなし会の実施

等、未だ充足できていない高齢者サービスについて、今後市民ニーズに応じその提供を検

討していきます。 

 

 

   ②障がい者サービスの充実 

     障がいを理由に図書館サービスが享受できないことを解消するための施設整備に努め、

点字資料・字幕入り映像資料を整備充実することや、事業実施の際には手話通訳を配置す

る等、できる限り事業に参加しやすい環境を整備し、障がいの有無に関わらず気軽に安心

して利用できる図書館運営を行います。また、障がいのある子どもに対して、発達の段階

や障がいの状態に応じた適切な図書の選定を行うことや、おはなし会や図書館見学等を通

じて、本との出会いの機会を増やしていきます。加えて、市の情報を広く提供するため、

市内の朗読ボランティアの協力を得ながら、広報等の朗読ＣＤの作成及び貸出を行います。 

 

 

 

 

大活字本、拡大読書器の設置・宅配サービス・福祉施設等での出張おはなし会の開催等

大活字本、拡大鏡、拡大読書器、自動読み取り機の設置 

おはなし会の開催（絵本の読み聞かせ）、布の絵本の設置 

広報嘉麻、議会だより、社協だよりの朗読テープ（ＣＤ）の作成及び貸出 



30 

 

 （３）資料提供サービスの充実 

図書館では、地域の歴史的資料等、知的財産を蓄え、保管し、後世に伝え、市民の要望に

応じて情報提供するとともに、図書館法（昭和 25年法律第 118号）及び図書館の自由に関す

る宣言の精神に則り、市民の知る権利を保障するために広く資料の収集及び提供を行いま

す。しかしながら、中学校区拠点館に配架する資料については、学校図書館を併設している

ため青少年健全育成の観点から、ある一定の制限を設ける必要があります。よって、市民に

対する幅広い資料提供については、中央図書館において行うことを原則とし、地域の利用者

の要望に対しては、図書館システムや配本車を活用することで、中学校区拠点館を通じて資

料提供することで、地域間格差のない資料提供サービスに努めます。 

なお、電子書籍（※14）の提供については、今後市民ニーズに応じ提供を検討します。 

 

 

 

 

（４）館内サービスの充実 

窓口におけるレファレンスサービスの充実やパスファインダー（※15）を作成することによ

り、市民の学習活動及び課題解決の支援を行います。また、視聴覚資料の視聴ブースや利用者

のインターネット検索用パソコンの設置、Wi-Fiの導入等、市民ニーズに応じたサービスを提

供します。 

（５）図書館事業についての情報提供 

広報に図書館特集記事を掲載することで、イベント情報や新刊図書の紹介を行い、更には図

書館だよりを毎月発行すること等、広く市民への周知を図ります。また、図書館事業を図書館

ホームページや SNS（公式フェイスブック等）を活用し、若い世代や図書館を利用していない

方々に対し積極的なアプローチを行い、図書館の利用促進を図ります。また、実施事業につい

ては、市内の公立保育所及び私立保育園、私立幼稚園、学校並びに社会教育施設等にチラシを

配布する等、より多くの機会と場所を通じて市民に周知を図っていきます。 

（６）移動図書館車の運行サービス 

移動図書館車の運行サービスについては、市内の公立保育所及び私立保育園、私立幼稚園、

子どもの心を育み、成長を支援するための資料 

子どもから高齢者までのすべての市民の探求心に応え生涯学習を支援する資料 

地域文化や郷土を知り、豊かなまちづくりを支援する資料 
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学童保育所並びに学校を中心に巡回することで、自ら図書館に行くことができない子ども達に

対し、本に触れ合う機会を提供し、読書習慣の基礎となる乳幼児期からの子ども達に対する読

書活動の推進を図ります。 
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【用語解説】 

※１ 移動図書館車   ：貸出用の図書館資料を積み、定期的に地域を巡回し、移動する分館

としての機能を果たす自動車 

※２ 大活字本     ：弱視者や高齢者用に活字の大きさ、太さ、行間、コントラスト等

を考慮してつくられた図書 

※３ 拡大鏡      ：文字を拡大してみる器具 

※４ 音声拡大読書器  ：印刷されたままの文字や図表では、小さくて読むことができない

弱視者や高齢者のために、文字を音声で読み上げ、画面で大きく

表示する、音声と拡大表示両用の読書器 

※５ 対面朗読室    ：視覚などに障がいをもつために自力で資料を読むことが困難な人

に対し、その要望に応じて資料を読むための部屋 

※６ 拡大読書器    ：印刷されたままの文字や図表では、小さくて読むことができない

弱視者や高齢者のために、読みたいものを拡大する器具 

※７ 相互貸借     ：図書館システム相互の間で資料の貸借を行うこと。図書館が利用

者の求める資料を自館に所蔵しておらず、購入できなかったり、

収集方針に適さない時に資料を他館から借受けたり、資料の複製

を受けたりして利用者の提供すること 

※８ 特定天井     ：６ｍ超の高さにある、面積200㎡超、質量2㎏/㎡超の吊り天井

で、人が日常的に利用する場所に設置されているもの。 

※９ ブックスタート事業：1992年イギリスバーミンガム市で始まった事業。0歳児健診など

の機会に絵本をひらく「体験」と「絵本」をセットでプレゼント

する活動（嘉麻市では4ヶ月児健診に併せて実施） 

※10 赤ちゃんタイム  ：小さなお子様連れの方に気兼ねなく図書館をご利用いただくため

に、お子様の声が館内に響いても一般の利用者にご理解いただけ

るように設定した時間 

 ※11 財政力指数    ：地方交付税の算定の基礎数字である基準財政需要額に対する基準

財政収入額の割合（数値が１に近いほど、財政に余力がある財政

構造と分析できる） 

※12 類似団体     ：人口や産業構造により、全国の市町村を35グループに分類したも

のについて、本市と同じグループに属する団体 

※13 インフラ資産   ：自治体が社会資本基盤の整備を目的として、その所有権を有する

資産 

※14 電子書籍     ：紙とインクを利用した印刷物ではなく、電磁的に記録された情報の

うち、従来の書籍を置き換えるために作成されたもの 

※15 パスファインダー ：ある主題について、関連する文献・情報の探索法をまとめたもので

あり、一般的にリーフレット形式でまとめられる。 
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図 書 館 法 
  昭和 25・４・30・法律１１８号 

最終改正 平成 23・８・30・法律１０５号 

(施行＝平 24 年４月１日) 

【目次】 

第１章 総 則（第１条－第９条） 

第２章 公立図書館（第 10 条－第 23 条） 

第３章 私立図書館（第 24 条－第 29 条） 

 

第１章 総 則 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は、社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）の精神に基き、図書館の設置及び

運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有

して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とす

る施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学

校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置す

る図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図

書館を私立図書館という。 

（図書館奉仕） 

第３条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援

助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努

めなければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記

録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」とい

う。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるように

すること。 
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四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書

館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の

活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

（司書及び司書補） 

第４条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

３ 司書補は、司書の職務を助ける。 

（司書及び司書補の資格） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 

一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して３年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修

了したもの 

イ 司書補の職 

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当

するもの 

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員そ

の他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 

《改正》平 20 法 059 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 90 条第１項の規定により大学に入学することので

きる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの 

（司書及び司書補の講習） 
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第６条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定

める。ただし、その履修すべき単位数は、15 単位を下ることができない。 

（司書及び司書補の研修） 

第７条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のた

めに必要な研修を行うよう努めるものとする。 

（設置及び運営上望ましい基準） 

第７条の２ 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望まし

い基準を定め、これを公表するものとする。 

（運営の状況に関する評価等） 

第７条の３ 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき

図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第７条の４ 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深める

とともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情

報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

（協力の依頼） 

第８条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市（特別区を

含む。以下同じ。）町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互

貸借等に関して協力を求めることができる。 

（公の出版物の収集） 

第９条 政府は、都道府県の設定する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せ

られる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。 

２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する

刊行物その他の資料を無償で提供することができる。 

 

第２章 公立図書館 

（設置） 

第 10 条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めな
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ければならない。 

第 11 条及び第 12 条 削除 

（職員） 

第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認め

る専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。 

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならな

い。 

（図書館協議会） 

第 14 条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕

につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第 15 条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。 

第 16 条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し

必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この

場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

（入館料等） 

第 17 条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはな

らない。 

第 18 条及び第 19 条 削除 

（図書館の補助） 

第 20 条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、

設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

第 21 条及び第 22 条 削除 

第 23 条 国は、第 20 条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当す

るときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補

助金を返還させなければならない。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 
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三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

 

第３章 私立図書館 

（都道府県の教育委員会との関係） 

第 25 条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必

要な報告を求めることができる。 

２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営

に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。 

（国及び地方公共団体との関係） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に

対し、補助金を交付してはならない。 

第 27 条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につ

き、援助を与えることができる。 

（入館料等） 

第 28 条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。 

（図書館同種施設） 

第 29 条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 

２ 第 25 条第２項の規定は、前項の施設について準用する。 
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嘉麻市立図書館条例 
平成 18 年 3 月 27 日条例第 169 号 

最終改正 平成 30 年 6 月 26 日条例第 32 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 並びに図書館法(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、嘉麻市立図書

館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 (設置、名称及び位置) 

第 2 条 市民の図書、資料又は情報に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸

活動により、市民の生涯にわたる学習活動を積極的に支援するため、並びに図書館を核として人々

が集い、ふれあい、情報の発信及び学習を行うことができ、かつ、和み、楽しむことのできる市民

の諸活動及び情報交換の場とするため、嘉麻市立図書館(以下「図書館」という。)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。 

名称 位置 

嘉麻市立山田図書館 嘉麻市上山田 1347 番地 10 

嘉麻市立嘉穂図書館 嘉麻市大隈町 1228 番地 1 

嘉麻市立碓井図書館 嘉麻市上臼井 767 番地 

嘉麻市立稲築図書館 嘉麻市岩崎 1141 番地 

 (構成) 

第 3 条 図書館は、前条第 2 項に定める 4 館及び移動図書館車をもって構成する。 

 (管理) 

第 4 条 図書館は、嘉麻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。 

(事業) 

第 5 条 図書館は、法第 3 条の規定により、次の事業を行う。 

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」と

いう。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。 

(2) 図書館資料の利用のための相談に応じること。 

(3) 読書会、研究会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励を行うこと。 
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(4) 学校、社会教育関係機関等と連絡協力し、及び他の図書館と図書館資料の相互貸借を行うこ

と。 

(5) 移動図書館車の運営を行うこと。 

(6) その他図書館の設置目的を達成するために必要な事業 

 (職員) 

第 6 条 図書館に、次に掲げる職員を置く。 

(1) 図書館長(以下「館長」という。) 

(2) 専門的職員(法第 4 条に規定する司書をいう。) 

(3) 事務職員 

(4) その他の職員 

2 館長は、司書資格を有する専門的職員の指導及び図書館運営に関し、高い識見を有する者の中

から教育委員会が任命する。 

 (利用者の秘密を守る義務) 

第 7 条 図書館に勤務する職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人情報及び秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

(利用の制限) 

第 8 条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の施設及び図書館資料の利

用を禁止することができる。 

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

(2) その利用が図書館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

(3) その利用が営利を目的とするとき。 

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。 

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。 

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。 

(7) 利用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に従わないとき。 

(8) その他図書館の管理運営上支障があると認められるとき。 

 (入館料及び使用料) 

第 9 条 入館及び図書館資料の利用は、全て無料とする。 

 (図書館資料の複写) 
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第 10 条 利用者は、図書館資料を複写しようとする場合は、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)

第 31 条に規定する範囲内において、教育委員会規則で定めるところにより、これを行うことがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、複写することができない。 

(1) 複写をする場合に、原本の解体を必要とするもの。 

(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。 

2 前項の場合において、複写により著作権法上の問題が生じた場合は、利用者がその責任を負う

ものとする。 

3 図書館資料の複写手数料は、1 枚当たり白黒コピー10 円、カラーコピー100 円とする。 

 (図書館協議会の設置) 

第 11 条 図書館の運営に関し、館長の諮問に応じる等のため、法第 14 条第 1 項の規定に基づ

き、嘉麻市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

2 協議会は、委員 12 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委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 4 人以内 

(2) 学校教育関係者 2 人以内 

(3) 社会教育関係者 4 人以内 

(4) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1 人以内 

(5) 市民からの公募による者 1 人以内 

4 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

5 委員が、委嘱されたとき又は任命されたときの当該身分を失った場合は、委員を辞したものと

みなす。 

 (委任) 

第 12 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

(一部改正〔平成 30 年条例 32 号〕) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18 年 3 月 27 日から施行する。 

(経過措置) 
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2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の碓井町立碓井琴平文化館条例(平成 8 年碓井町条

例第 14 号)、山田市立図書館条例(平成 12 年山田市条例第 40 号)又は嘉穂町立図書館の設置及び

管理に関する条例(平成 14 年嘉穂町条例第 4 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則(平成 21 年 3 月 31 日条例第 13 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24 年 3 月 28 日条例第 14 号) 

この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 6 月 26 日条例第 32 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(嘉麻市公民館条例の一部改正、嘉麻市立図書館条例の一部改正及び嘉麻市立織田廣喜美術館条例

の一部改正に係る経過措置) 

3 この条例施行の際現にそれぞれの改正前の条例に基づく審議会等の委員である者は、引き続き

改正後のそれぞれの条例の審議会等の委員の職にあるものとし、その任期は、改正前のそれぞれの

条例に基づく委嘱又は任命の日から起算する。 

4 改正後のそれぞれの条例における組織構成に関する改正規定は、前項に定める審議会等の委員

である者の任期終了日後から適用する。 
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図書館の自由に関する宣言 

1954 採択  1979 改訂 

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっ

とも重要な任務とする。 

1. 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発

展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現

の自由の保障が不可欠である 

知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自

由の保障があってこそ表現の自由は成立する。 

知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわ

り、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不

断の努力によって保持されなければならない。 

2. すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社

会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに

責任を負う機関である。 

3. 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書

館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に

供するものである。 

4. わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」

の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはなら

ない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必

要である。 

5. すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおか

れている条件等によっていかなる差別もあってはならない。 

外国人も、その権利は保障される。 

6. ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、す

べての図書館に基本的に妥当するものである。 

この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 
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第１ 図書館は資料収集の自由を有する 

1. 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければ

ならない。 

2. 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。そ

の際、 

（１） 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集す

る。 

（２） 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。 

（３） 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 

（４） 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自

己規制したりはしない。 

（５） 寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張

をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。 

3. 図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめ

る。 

第２ 図書館は資料提供の自由を有する 

1. 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供さ

れるべきである。 

図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加え

たり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。 

提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適

用し、時期を経て再検討されるべきものである。 

（１） 人権またはプライバシーを侵害するもの 

（２） わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの 

（３） 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料 

2. 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資

料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。 

3. 図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用でき

る豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。 
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図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利

用に供する。 

4. 図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられて

はならない。 

第３ 図書館は利用者の秘密を守る 

1. 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実

を外部に漏らさない。ただし、憲法第３５条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。 

2. 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。 

3. 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事す

るすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。 

第４ 図書館はすべての検閲に反対する 

1. 検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国

民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。 

検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃

棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。 

したがって、図書館はすべての検閲に反対する。 

2. 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館

は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。 

3. それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制

におちいることなく、国民の知る自由を守る。 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 

1. 図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵

されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。この

ためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。 

2. 図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図

書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬ

く責任をもつ。 

3. 図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さ

を体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるもので
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ある。 

4. 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあって

は ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめること

は、 日本図書館協会の重要な責務である。 

 

（1979.5.30 総会決議） 

 

 

 


