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ごあいさつ 

 

 昭和５８年１０月の移動図書館「あおぞら号」運行によって始まった袖ケ浦の

図書館サービスは、以来、生涯学習を積極的に推進する市政とあいまって、着実

な進展を遂げてまいりました。 

昭和６１年１１月には中央図書館と長浦公民館図書室、平川公民館図書室が開

館し、翌年の根形公民館図書室、翌々年の平岡公民館図書室開館によって、市全

域の図書館サービス網が完成しました。 

その後も、本市〈第１期教育ビジョン〉の施策体系「多様なライフスタイルに

対応した生涯学習の推進」の実現を図るべく、長浦公民館と平川公民館の図書室

を、それぞれ長浦おかのうえ図書館、平川図書館として〈第２次図書館サービス

網計画〉の中で拡充・整備し、市民一人当たりの蔵書数、貸出冊数ともに県内で

も有数の実績を誇る図書館に成長することができました。 

平成２３年３月、教育委員会は「明日を拓く 心豊かな たくましい 人づく

り」を基本目標とする本市の教育振興基本計画〈第２期教育ビジョン〉を策定し

ました。その施策の１つである「市民一人ひとりの生涯を通じた学習の支援」を

推進するため、図書館もまた、新たに平成３２年度までを計画期間とする〈第３

次図書館サービス網計画〉を策定いたしました。 

これからも、図書館は、市民の多種多様、高度化する学習要求に応えるための

条件整備を図り、「いつでも どこでも 誰でも どんな資料でも」利用できる

身近で親しみのある図書館運営に努めるとともに、「市民の書斎として 思索の

場として そして市民のふれあいの場として」さらに充実した図書館づくりを目

指します。 

そして、情報化社会の進展に伴う、より利便性の高い電子情報の発信や高齢化

社会に対応したサービスの充実、学校図書館との連携強化、乳幼児期からの読書

活動の推進等の施策に取り組んでまいります。 

この冊子は、本市図書館の出発から現在までの経過と主要指標をまとめた概要

書です。この機会に、袖ケ浦市ならびに市立図書館へのご理解を深めていただけ

れば幸いです。 

平成２６年４月 

         袖ケ浦市立中央図書館  館長 簑島 正広  
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袖ケ浦市の地勢と沿革 

 

 袖ケ浦市は、千葉県の中西部、東京湾沿いのほぼ中央部に位置しており、東部は

市原市、西南部は木更津市に接し、北部は鋸歯状に東京湾に面しています。市の東

部及び北西部は清澄山系に連なる高台を形成し、西南部から南部にかけては肥沃な

水田地帯が開け、丘陵地帯は畑地となっています。 

平川町・根形村の一部及び富岡村の一部が合併した旧平川町と、昭和町・長浦村

及び根形村の一部が合併した旧袖ケ浦町とが、昭和４６年１１月に合併して袖ケ浦

町となり、その後、平成３年４月１日に千葉県下２９番目、全国６５６番目となる

市制を施行しました。 

 「袖ケ浦」という地名は、日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が相模国から東征の

折り、東京湾を渡る際に大時化に遭い、海神の怒りを鎮めるため海中に身を投じた

妃の弟橘姫（オトタチバナヒメ）の袖がこの地方の海岸に流れ着いた、という伝説

に由来しています。 

 昭和４０年代には臨海部の埋め立てが進み、京葉工業地帯の一翼を担う石油化学

やエネルギー関連等のコンビナートが形成され、それまでの農業・漁業を中心とし

た町から、産業構造や雇用環境は大きく変貌しました。一方、内陸部では高度経済

成長を契機に、土地区画整理事業による宅地化が進行して人口も急激に増加し、都

市基盤、文化・学習環境等の各分野で整備が進みました。 

 その後、バブル経済崩壊など国内経済の減速・後退を反映し、開発志向からの変

化が見られましたが、本市の交通利便性は、館山自動車道や東京湾アクアライン等

の開通、高速バスの運行開始などによって飛躍的に向上しており、今後は房総地域

の玄関口、広域交通の結節点として重要な役割を担うなど、一層の飛躍が期待され

ています。 

 地方分権の進展や少子高齢化の進行、地球規模の環境問題など、これまでに経験

したことのない大きな時代の変化を迎え、本市は、１０年後の将来都市像を『「自

立と協働のまち」人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦』とする、新たな

「袖ケ浦市総合計画」を平成２２年に策定し、市民と行政の協働によるまちづくり

に向けた様々な施策を展開しています。 

 

 
面 積 ： ９４．９２Ｋ㎡ 

人 口 ： ６１，８９５人（平成２６年４月１日現在） 
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袖ケ浦市立図書館 年表（準備室から現在まで） 

 
昭和56． 7 町民意識調査実施 学習手段に「本や雑誌」を挙げた人49.8％（3位） 

図書館サービス網基本計画を、図書館施設計画研究所に委託 
昭和57． 1  
     7 
    11 

報告書『袖ケ浦町図書館基本計画への提案』刊行 
袖ケ浦町図書館建設プロジェクトチーム設置 建設の骨子を検討 
図書館建設プロジェクトチーム会議報告書提出 
図書館建設用地として、旧昭和中学校跡地を選定 

昭和58． 4 
         7 
         

10 
 
        11 

旧昭和中学校内に、図書館準備室設置 
移動図書館の愛称を「あおぞら号」と決定 
移動図書館ステーションを決定 町内24ヶ所 
4日、移動図書館運行開始 巡回周期2週間 1人5冊まで2週間貸出 
町内5ヶ所に図書返却用ブックポスト設置 
移動図書館開館記念講演会 講師：平岩弓枝 

昭和59． 4 移動図書館ステーションを2ヶ所増設 計26ステーション 
昭和60． 3 
         6 

中央図書館基本・実施設計完了 
中央図書館建設工事着工 

昭和61． 3 
        11 

中央図書館・長浦公民館図書室建設工事竣工 
開館準備のため移動図書館運行休止（～10月） 
袖ケ浦町立図書館設置条例、袖ケ浦町立図書館管理運営規則施行 
1日、中央図書館開館 長浦・平川公民館図書室も同時開館 
移動図書館運行再開 巡回ステーション13ヶ所 

昭和62． 3 
         5 

根形公民館図書室建設工事竣工 
1日、根形公民館図書室開館 
千葉県公共図書館協会総会の会場となり、文芸講演会開催 

昭和63． 3 
         5 

公民館図書室にもビデオ視聴ブースを設置 
公民館で社会教育推進員制度発足（図書館は平成元年度から） 

平成 1． 3 
         5 
 
        11 

平岡公民館図書室建設工事竣工 
6日、平岡公民館図書室開館 
移動図書館 巡回ステーション6ヶ所に変更 
千葉県教育委員会より教育功労賞受賞 

平成 2． 3 
         8 

屋根付き駐輪場完成（100台分） 
17日、中央図書館図書貸出 100万冊突破記念品贈呈 

平成 3． 4 
        10 
        11 

1日、市制施行 
市制施行・中央図書館開館5周年記念式及びブロンズ像披露式 
市制施行記念「世界の絵本原画展」開催 

平成 4． 3 
10 

冊子「図書館5年のあゆみ」発行 
図書館のイメージキャラクター「トショロ」を一般公募、決定 

平成 5． 1 団体貸出用図書（小学校低学年向け）のメニュー化、配本体制を敷く 
平成 7． 7 
         9 

（仮称）長浦図書館機能ビル建設工事着工 
JR袖ケ浦・長浦・横田駅の図書返却用ブックポスト撤去 
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平成 9． 3 
 
     4
        
     8 

長浦おかのうえ図書館建設工事竣工 
移動図書館「あおぞら号」の運行廃止 
15日、長浦おかのうえ図書館開館 
学校図書室（小学校）への物流サービス（図書流通システム）開始 
長浦おかのうえ図書館開館記念講演会 

平成11． 4 学校図書室（中学校）への物流サービス開始 
平成12． 4 カウンター業務の民間委託を導入 
平成13． 4 
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開館時間を変更 
中央図書館・長浦おかのうえ図書館 
9:30～19:00（4月～9月）／9:30～18:00（10月～3月） 

公民館図書室  9:30～17:00（通年） 
袖ケ浦市第2次図書館サービス網計画策定委員会発足 
中央図書館、第3駐車場完成（35台分） 

平成14． 4 
        10 

袖ケ浦市立図書館ホームページ開設 
第2次図書館サービス網計画策定 

平成15． 4 
         7 
        10 

学校図書館（幼稚園）への物流サービス開始 
平川図書館建設工事竣工 
1日、平川図書館開館 
市内の図書館・公民館図書室全館に、OPAC（利用者用オンライン蔵書 
目録）とインターネット用パソコンを設置 

利用者用端末からの資料予約、Ｗｅｂでの蔵書検索を開始 
平川図書館開館・平川公民館リニューアルオープン記念講演会（市民 
三学大学講座） 

平成16． 4 Ｗｅｂでの資料予約開始 
根形・平岡公民館図書室での新聞・雑誌購入を休止 

平成17. 4 
         7 

元日を除く全ての祝日開館を実施 
携帯電話からの蔵書検索・資料予約開始 

平成18.  8 
        11 

「図書館だより」第1号発行 
中央図書館開館20周年記念講演会、パネル展示（～12月） 

平成19.  3 
     6
        9 

中央図書館開館20周年記念誌「図書館20年のあゆみ」発行 
長浦おかのうえ図書館のビデオ視聴コーナーをリニューアル 
電話での予約受付開始 

平成20. 4 
 
 
 
         7 
         8 

国民の祝日に関する法律に規定する休日全てを開館（元日を除く） 
貸出冊数の上限を15冊に拡大（うち視聴覚資料の上限は3点） 
「子どもの読書活動優秀実践図書館」として文部科学大臣表彰 
ブックスタート事業を開始（～平成25.3） 
長浦おかのうえ図書館収蔵庫に書架増設（計30万冊収容可能） 
団体貸出用図書を中央館から長浦おかのうえ図書館収蔵庫に移動 

平成21.  7 
        12 

中央図書館児童室にジュニアコーナー新設 
「袖ケ浦市立図書館資料選定基準」策定 
平川図書館に文庫コーナー設置 
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平成23. 3 長浦おかのうえ図書館、平川図書館に大活字本コーナー設置 

Ｅメールによる予約連絡開始 
袖ケ浦市第3次図書館サービス網計画策定 

平成25. 6 根形公民館図書室、平岡公民館図書室にふれあい読書コーナー設置 
ブックスタートの後継事業「すきすき絵本タイム」を開始 

平成26. 1 
     4 

長浦おかのうえ図書館に「子育て応援コーナー」設置 
袖ケ浦市立図書館設置条例を改正し、中央図書館・長浦おかのうえ図
書館会議室等の目的外使用を開始 

   
 
   

 ◎袖ケ浦市立図書館のイメージキャラクター 
「トショロ」 

 
 袖ケ浦市立図書館のイメージキャラクター「トショロ」は、 
本の森にすむ妖精です。 
平成４年１０月、公募の結果、応募総数１３５点の中から決定 

しました。 
図書館で発行する、おすすめ図書リスト「トショロ通信」や 

図書館だより、催し物のポスターなどに登場しています。 
 

平成２６年度からは、「夏のトショロ月間」「秋のトショロ月間」など 
新たな取り組みの中で、さらに活躍します！ 
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組織と職員体制 
 
①組織図（教育委員会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

②職員体制                  （平成２６年４月１日現在） 

 
 
中央図書館 職員 ９名 委託職員 ２２名 

（内 現地管理者 １名 
常勤チーフ 各館１名） 

 
 

長浦おかのうえ図書館 職員 ４名 

平川図書館 － 

根形・平岡公民館図書室 非常勤一般職 各２名（公民館で任用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

総合教育センター

学校給食センター

小学校・中学校

中央図書館

幼稚園

体育振興課

根形公民館

長浦公民館

平岡公民館

郷土博物館

生涯学習課

市民会館

長浦おかのうえ図書館

（平成１５年１０月～）平川図書館

学校教育課

教育総務課
教育長

教育部

(昭和６１年１１月～)

平川公民館

（平成９年４月～）

中央図書館長

（協議会委員　１０名）

※長浦 ・ 平川を含めた人数

○諮問機関として図書館協議会を設置

奉仕班長

庶務班長 庶務担当1名

奉仕担当５名＋委託職員２２名

奉仕担当３名＋委託職員

根形公民館図書室

平岡公民館図書室

非常勤一般職２名

非常勤一般職２名

（平川公民館長併任）
委託職員

長浦おかのうえ図書館長

平川図書館長
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図書館の運営 

 

 

①開館時間 

        ◎中央図書館・長浦おかのうえ図書館・平川図書館 

      午前９：３０～午後７：００（４月～９月） 

          午前９：３０～午後６：００（１０月～３月） 

        ◎根形公民館図書室・平岡公民館図書室 

          午前９：３０～午後５：００ 

 

②休館日 

        【全館共通】 

          月曜日 ※ただし祝日・休日は開館 

          館内整理日 ※月末日、ただし月末が土～月の場合は直近の金曜日 

          年末年始 

        【特別整理期間】 

          中央・長浦 各６日 

          平川・根形・平岡 各１日 

         ※平成２６年度は電算更新に伴う特別休館を予定 

 

③利用券の発行 

         袖ケ浦市内在住・在勤・在学者、及び 

         近隣市（市原市・木更津市・君津市・富津市）在住者 

         ※予約・リクエストの受付は、市内在住・在勤・在学者に限る 

 

④貸出冊数・期間 

         図書・雑誌・紙芝居 

          １人１５冊まで ２週間以内 

         ＣＤ・カセットテープ・レコード 

          １人３点まで（１５冊の中に含む） ２週間以内 

 

⑤職員の勤務体制 

（１）土曜日・日曜日は、２班編成により対応 

 （２）夜間は、委託職員のみで対応 

 （３）祝日・休日の職員出勤（中央２名・長浦１名）は振替休で対応 

 （４）開館日は、委託職員による配本車が全館を巡回 
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施設の概要 
 

 

 中央図書館 長浦おかのうえ図書館 

所在位置 袖ケ浦市坂戸市場１３９３番地２ 袖ケ浦市蔵波６３４番地１ 

電話番号 ０４３８（６３）４６４６ ０４３８（６４）１０４６ 

構造規模 鉄筋コンクリート２階建て 鉄骨鉄筋コンクリート３階建て 

敷地面積 ８，２０４㎡ ９，７７３㎡ 

建築面積 １，６６１㎡ １，７５９㎡ 

延床面積 ２，２６０㎡ ３，９０７㎡ 

収容能力 最大収容冊数 １７万５千冊 最大収容冊数   ４０万冊 

総事業費 ８２２，１８２千円 ２，４６２，０００千円 

設計監理 株式会社 和設計事務所 株式会社 東畑建築事務所 

工  期 昭和６０年４月～昭和６１年３月 平成６年５月～平成９年３月 

開  館 昭和６１年１１月１日 平成９年４月１５日 

 

 

 

平川図書館，根形・平岡公民館図書室（いずれも公民館併設） 

 平川図書館 根形公民館図書室 平岡公民館図書室 

所在位置 
横田１１５番地１ 

（平川公民館 ３階） 

下新田１２７７番地 

（根形公民館 １階） 

野里１５６３番地１ 

（平岡公民館 １階） 

電話番号 （７５）７３９２ （６２）６１６３ （７５）６６６３ 

面  積 ４５０㎡ １２８㎡ １４１㎡ 

収容能力 ４万冊 １万５千冊 １万５千冊 

開  館 平成１５年１０月１日 昭和６２年５月１日 平成元年５月６日 

平川公民館  敷地面積６，０３１㎡ 建築面積１，９９２㎡ 
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機器構成概要図

業 務
サーバ

ＷＥＢ
サーバ

ルータ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

利用者端末３台

レーザー
プリンター２台

電算室
参考カウンター 事務室

カウンター

事務室

ＯＰＡＣ

サーバ

長浦おかのうえ図書館

平川図書館

根形
公民館
図書室

平岡
公民館
図書室

中央図書館

ポータブル
ターミナル
１０台

レーザー
プリンター2台

業務用
端末

業務用
端末

業務用
ノート 業務用

端末

利用者用
インターネット
端末２台

業務用
端末

業務用
インター
ネット端末

FAX
複合機

業務用
端末

業務用
ノート5台

業務用
端末

ＣＤ-ＲＯＭ
閲覧用ノート

利用者端末３台

利用者用
インターネット
端末２台

カウンター

業務用
端末

業務用
端末 業務用

端末
業務用
端末

業務用
ノート

業務用
ノート

業務用
ノート 業務用インター

ネット端末 業務用ノート

１階収蔵庫

ＨＵＢ

業務用
端末

業務用
端末

業務用
ノート

レーザー
プリンター

FAX
複合機

利用者端末

利用者用
インターネット
端末５台

業務用
ノート

利用者端末

利用者用
インター
ネット端末 FAX

複合機

業務用
ノート

利用者端末

利用者用
インター
ネット端末

FAX
複合機

FAX 
複合機
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　H.８
　H.９
　H.10
　H.11
　H.13
　H.16 郷土博物館、総合教育ｾﾝﾀｰを追加
　H.18 郷土博物館教材パック流通開始
　H.21

図書館発 袖博発 総セ発 貸出合計 返却合計 流通合計
H.11 12,444 15,473 15,937 31,410
H.12 10,784 12,907 13,614 26,521
H.13 11,473 15,125 16,076 31,201
H.14 12,933 17,614 12,451 30,065
H.15 19,465 24,824 25,195 50,019
H.16 16,026 550 42 22,494 22,105 44,599
H.17 17,013 226 130 21,933 21,233 43,166
H.18 15,388 224 155 19,061 19,046 38,107
H.19 16,066 61 313 19,401 19,527 38,928
H.20 3,687 7 7,687 15,802 8,052 23,854
H.21 5,537 23 1,853 11,043 9,123 20,166
H.22 7,056 6 3,534 14,359 11,534 25,893
H.23 7,699 23 3,083 13,765 11,310 25,075
H.24 5,194 0 3,301 12,679 10,096 22,775
H.25 4,924 5 902 10,058 9,806 19,864

4,421
3,630
3,763
2,960
4,184
4,227

4,681
5,359
5,876
4,564
3,294
2,961

・調べ学習が活発になり、授業改善に資する｡

物流の拠点を長浦おかのうえ図書館に移動

学校間
3,029
2,123
3,652

中学校（１校）拡大 ・教師の教材研究、事前準備が進む。
中学校（４校）拡大（全13校） ・図書室が学習情報センターとなり、利用が
幼稚園（２園）拡大（全15校） 　増える。

◎事業の経緯 ◎図書流通システムの効果
オンライン化検討委員会設置 ・児童生徒が主体的に学習に取り組む。
中央図書館・小学校全校で実施 ・豊富な資料が揃えられる。
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平成２６年度当初予算（単位：千円）

１. 市一般会計 26,120,000 比率 （％）

２. 教育費 4,113,798 15.7 （教育費／市一般会計）

３. 社会教育費 739,659 18.0 （社会教育費／教育費）

４. 図書館費 240,768 32.6 （図書館費／社会教育費）

金　　額

１. 報酬 198 １. 一般職人件費 97,496

２. 給料 52,201 ２. 図書館協議会関係費 213

３. 職員手当等 28,474 ３. 図書館運営事務費 46,868

４. 共済費 16,822 ４. 図書館資料購入費 33,005

８. 報償費 262 ５. 電算処理事業 15,697

９. 旅費 38 ６. 読書普及事業 352

11. 需用費 24,141 ７. 長浦おかのうえ図書館運営事業

12. 役務費 1,164 24,271

13. 委託料 73,471 ８. 施設管理事業 22,350

使用料及び ９. 車両維持管理費（２台） 516

賃借料

15. 工事請負費 2,860

18. 備品購入費 26,520

負担金、補助

及び交付金

27. 公課費 18

240,768 240,768合　計 合　　計

節
説　　　　明

区　分

14. 14,536

19. 63
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分類別資料点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（平成２６年３月３１日現在）

長　浦

（含・団体）

総　記 12,288 4,413 758 252 343 18,054

哲　学 9,946 4,733 696 555 552 16,482

歴　史 29,519 15,465 2,247 1,221 1,127 49,579

社会科学 48,369 26,806 2,622 1,571 1,639 81,007

自然科学 18,426 12,718 2,575 1,343 1,203 36,265

技　術 23,812 19,131 5,894 2,986 2,646 54,469

産　業 9,214 7,134 2,025 1,029 795 20,197

芸　術 23,879 15,480 2,487 2,646 1,366 45,858

言　語 4,546 2,861 372 245 302 8,326

文　学 76,032 53,595 16,709 9,366 10,682 166,384

（一般書　計） 256,031 162,336 36,385 21,214 20,655 496,621

総　記 824 758 72 55 40 1,749

哲　学 288 277 57 22 18 662

歴　史 1,842 2,277 426 342 385 5,272

社会科学 1,661 2,062 479 292 253 4,747

自然科学 4,422 5,998 1,619 1,459 1,354 14,852

技　術 1,439 2,103 590 388 393 4,913

産　業 867 1,175 382 211 229 2,864

芸　術 1,822 2,149 694 558 596 5,819

言　語 349 336 98 54 55 892

文　学 15,873 13,489 6,646 4,069 4,517 44,594

（小計） 29,387 30,624 11,063 7,450 7,840 86,364

絵　本 22,599 20,942 8,151 7,401 6,581 65,674

紙芝居 804 256 125 184 242 1,611

（児童書　計） 52,790 51,822 19,339 15,035 14,663 153,649

308,821 214,158 55,724 36,249 35,318 650,270

13,765 6,851 2,042 364 117 23,139

カセットテープ 2,009 0 0 0 0 2,009

レコード 291 0 0 0 0 291

Ｃ　Ｄ 4,168 4,792 552 0 0 9,512

ビデオテープ 1,595 1,092 371 372 383 3,813

Ｌ　Ｄ 773 198 217 212 208 1,608

DVD 292 395 249 0 0 936

マイクロフィルム 1,322 0 0 0 0 1,322

（視聴覚　計） 10,450 6,477 1,389 584 591 19,491

1,740 0 0 0 0 1,740

334,776 227,486 59,155 37,197 36,026 694,640

　 中　央 平　川 根　形 平　岡 合　計

総　合　計

一

般

書

児

童

書

図　書　合　計

雑　　　誌

視

聴

覚

資

料

地　　　図
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平成２５年度資料受入実績

（１）一般書（地図を含む）
24年度末 25年度受入 うち購入 25年度除籍 合　計 うち郷土資料

中 央 251,665冊 6,656冊 5,257冊 550冊 257,771冊 20,319冊
長 浦 158,725冊 4,938冊 4,928冊 1,327冊 162,336冊 398冊
平 川 35,181冊 1,285冊 1,282冊 81冊 36,385冊 59冊
根 形 21,119冊 150冊 146冊 55冊 21,214冊 ―
平 岡 20,547冊 138冊 138冊 30冊 20,655冊 ―
合 計 487,237冊 13,167冊 11,751冊 2,043冊 498,361冊 20,776冊

（２）児童書
24年度末 25年度受入 うち購入 25年度除籍 合　計 うち郷土資料

中 央 51,871冊 975冊 960冊 56冊 52,790冊 153冊
長 浦 50,683冊 1,217冊 1,213冊 78冊 51,822冊 ―
平 川 19,152冊 220冊 220冊 33冊 19,339冊 ―
根 形 14,824冊 214冊 213冊 3冊 15,035冊 ―
平 岡 14,449冊 222冊 222冊 8冊 14,663冊 ―
合 計 150,979冊 2,848冊 2,828冊 178冊 153,649冊 153冊

（３）視聴覚資料

購入 寄贈等 合　計 購入 寄贈等 合　計
中 央 32点 2 34点 4点 2点 6点
長 浦 58点 0 58点 5点 2点 7点
平 川 10点 1 11点 2点 0 2点
合 計 100点 3点 103点 11点 4点 15点
※この他に、中央館で寄贈のビデオ49点を受け入れしました。

（４）新聞・雑誌 平成26年4月1日現在

購入 寄贈 合　計 購入 寄贈 合　計
中 央 13ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 15ﾀｲﾄﾙ 97ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 106ﾀｲﾄﾙ
長 浦 11ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 12ﾀｲﾄﾙ 66ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 76ﾀｲﾄﾙ
平 川 5ﾀｲﾄﾙ ― 5ﾀｲﾄﾙ 29ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 31ﾀｲﾄﾙ
合 計 29ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 32ﾀｲﾄﾙ 192ﾀｲﾄﾙ 21ﾀｲﾄﾙ 213ﾀｲﾄﾙ

（５）新聞縮刷版・マイクロフィルム

　○新聞縮刷版
　　朝日・毎日・読売　 昭和59年（1984年）4月～　を所蔵
　　千葉日報 昭和55年（1980年）１月～平成16年（2004年）3月　を所蔵

　○マイクロフィルム
　　朝日・読売・毎日新聞の地方版（千葉版）、
　　千葉日報・新千葉新聞・房総時事新聞　等の地方紙を所蔵
　　平成25年度は上記の6紙について、計24巻購入しました。（平成24年分）

　中央図書館では、新聞の縮刷版・マイクロフィルムを参考資料・郷土資料として収集し、永年
保存しています。なお、新聞の原紙は１年（千葉日報は２年）保存です。
　（ただし、毎日新聞と千葉日報の縮刷版については長浦おかのうえ図書館で保管。）

ＣＤ ＤＶＤ

新聞 雑誌
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利用状況の推移

（１）貸出冊数

中央図書館

長浦おかのうえ図書館

平川図書館

根形公民館図書室

平岡公民館図書室

一般書

児童書

雑誌

視聴覚資料

（２）利用者数

一般　＊16歳以上

児童　＊0～15歳

　※実質利用者＝登録者のうち、一年間に1回以上図書館資料を借りたことのある者

（３）その他

1,578件 7,349枚 1,541件 7,568枚 1,353件 7,300枚

43回 237冊 33回 244冊 33回 256冊

　ホームページ年間アクセス件数 94,145件 76,548件 77,160件

　障害者への宅配による資料貸出

　資料複写件数

　視聴覚資料　館内視聴件数 7,822件 6,899件 5,492件

　館内インターネットＰＣ　利用件数 5,172件 4,763件 4,577件

　　　うち、相互協力による借用 2,981冊 2,896冊 2,473冊

　レファレンス処理件数 361件 305件 372件

　　　うち、ＯＰＡＣからの予約 5,693冊 5,478冊 5,575冊

　　　うち、ウェブからの予約 23,365冊 25,063冊 25,615冊

年　度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

　予約・リクエスト処理冊数 48,105冊 49,197冊 48,513冊

　市民利用率(Ｃ／Ｂ） 38.9% 37.8% 37.3%

　市民実質利用率(Ｃ／Ａ） 18.9% 18.1% 17.5%

5,189人

　市民実質利用者数（Ｃ） 11,604人 11,165人 10,844人

　市民登録率（Ｂ／Ａ） 48.6% 47.9% 47.0%

　市民登録者数（Ｂ） 29,855人 29,514人 29,062人

内訳
24,465人 24,226人 23,873人

5,390人 5,288人

　市人口（Ａ） 61,481人 61,559人 61,895人

　市民一人当たり個人貸出冊数 10.93冊 10.56冊 9.98冊

　個人利用者数 141,807人 138,039人 131,394人

　団体利用者数（延べ数） 429団体 398団体 395団体

　貸出冊数　合計 680,185冊 656,433冊 622,763冊

年　度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

34,040点 31,882点 27,788点

　団体貸出冊数 8,160冊 6,068冊 5,049冊

種別内訳

428,225冊 414,810冊 388,758冊

177,072冊 170,675冊 167,709冊

32,688冊 32,998冊 33,459冊

16,517冊 17,177冊 16,987冊

14,383冊 12,914冊 10,234冊

館別内訳

264,044冊 253,581冊 246,802冊

320,276冊 309,053冊 290,186冊

56,805冊 57,640冊 53,505冊

年　度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

　個人貸出冊数 672,025冊 650,365冊 617,714冊
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平成２５年度読書普及事業　参加実績

中央図書館

事　　業　　名 日付・回数 参加人数 内　　　　容

えほんのへや 11回 116 毎月第1木曜日

おはなし会 20回 84 毎月第2･4土曜日

夏休みおはなし会 4回 96 夏休み期間の水曜日

その他　館内おはなし会 1回 34 子どもチャレンジ

24箇所
374回

4月2日
～5月19日

春休みおはなし会 3月27日 157 「つくってあそぼう（紙飛行機）」ほか

文芸講座 4回 195 「南総里見八犬伝の魅力」

図書館まつり・著者を囲む会 10月20日 289
「ようこそ図書館へ～健康について
考える」

名画鑑賞会 14回 474 月1回木曜日

子ども映画会 7回 256 隔月（偶数月）

すきすき絵本タイム 21回 297
公民館図書室「ふれあい読書コー
ナー」での対面による読み聞かせ

13,196

長浦おかのうえ図書館

事　　業　　名 日付・回数 参加人数 内　　　　容

わらべうたであそぼう 11回 273 毎月第3土曜日

えほんのへや 11回 50 毎月第2水曜日

おはなし会 22回 106 毎月第1･3･5土曜日

夏休みおはなし会 5回 51 夏休み期間の火曜日

その他　館内おはなし会 2回 47 図書館探検ほか

なつやすみとしょかんであそぼう！ 8月7日 154 「つくってあそぼう（工作）」ほか

6月22日
・6月23日

名画鑑賞会 24回 1,655 月2回水曜日

子ども映画会 8回 402 隔月（奇数月）

3,389

平川図書館

事　　業　　名 日付・回数 参加人数 内　　　　容

おはなし会 10回 35 毎月第2土曜日

冬のおはなし会 12月8日 13 「親子いっしょのおはなし会」ほか

名画鑑賞会 6回 128 隔月（奇数月）

子ども映画会 7回 91 隔月（奇数月）

267

出張おはなし会 10,394 保育所・学校等でのおはなし会

子ども読書の日記念行事 804
スタンプラリー（公民館図書室を含
む全館で実施）

　合　　　計

　合　　　計

　合　　　計

図書館除籍資料リサイクル 651
除籍した図書館資料を市民に提供
約12,300冊・募金68,256円
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講座等の状況 

①平成２６年度読書普及事業計画 

会場 事  業  名 内       容 回 数 

中央 

おはなし会 対象：４歳～小学６年生 月２回 

えほんのへや 対象：２・３歳児と保護者 月１回 

出張おはなし会 保育所・学校等でのおはなし会 応依頼 

子ども読書の日記念行事 スタンプラリー、おすすめ図書リスト配布 ４～５月 

おはなし会ボランティア 
スキルアップ講座 

対象：おはなし会ボランティア 全３回 

子どもの本の講座 子どもの本・読書に関する講演、講義 隔年１回 

文芸講座 テキスト、テーマを決めての連続講義 全４回 

資料展示 特殊コレクション等、所蔵資料の展示 年６回 

映画会 名画鑑賞会、子ども映画会 年21回 

＊夏のトショロ月間 
なつやすみとしょかんであそぼう（むかし
むかしの会との共催）、夏休みおはなし会、
工作教室、おやこ寄席など 

７～８月 

＊秋のトショロ月間 展示・企画展示、名画鑑賞会など 10～11月 

長浦 

おはなし会 対象：４歳～小学６年生 月２～３回 

えほんのへや 対象：２・３歳児と保護者 月１回 

わらべうたであそぼう 対象：０歳からの乳幼児と保護者 月１回 

子ども読書の日記念行事 スタンプラリー、おすすめ図書リスト配布 ４～５月 

春休みおはなし会 むかしむかしの会との共催 年１回 

映画会 名画鑑賞会、子ども映画会 年32回 

＊夏のトショロ月間 夏休みおはなし会、工作教室など ７～８月 

＊秋のトショロ月間 サークル・企画展示、名画鑑賞会など 10～11月 

平川 

おはなし会 対象：４歳～小学６年生 月１回 

子ども読書の日記念行事 スタンプラリー、おすすめ図書リスト配布 ４～５月 

冬のおはなし会 むかしむかしの会との共催 年１回 

映画会 名画鑑賞会、子ども映画会 年13回 

＊秋のトショロ月間 企画展示、名画鑑賞会など 10～11月 

根形 
子ども読書の日記念行事 スタンプラリー、おすすめ図書リスト配布 ４～５月 

すきすき絵本タイム 対象：乳幼児とその保護者 月１回 

平岡 
子ども読書の日記念行事 スタンプラリー、おすすめ図書リスト配布 ４～５月 

すきすき絵本タイム 対象：乳幼児とその保護者 月１回 

＊新規事業 
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②これまでの講座内容・講師一覧 

文芸講座（古典講座）・自分史の書き方講座 

年 度 講 師 内    容  （演  題） 

昭和60年度 川上 正光 『言志四録』（古典講座） 

平成元年度 清川 妙 吉田兼好『徒然草』（古典講座） 

平成２年度 清川 妙 清少納言『枕草子』（古典講座） 

平成３年度 中島 尚 紫式部『源氏物語』（古典講座） 

平成４年度 佐々木 充 樋口一葉『たけくらべ』 

平成５年度 竹内 清己 堀辰雄『風立ちぬ・美しい村』 

平成６年度 佐々木 充 夏目漱石『こころ』 

平成７年度 竹内 清己 太宰治『晩年』 

平成８年度 辻 章 恋といのちと文学 

平成９年度 辻 章 読む楽しさ書く喜び 

平成10年度 中嶋 尚 『源氏物語』ふたたび 

平成11年度 藤井 いづみ・加藤 耕義 『グリム童話』を学ぶ 

平成12年度 佐々木 充 宮沢賢治『注文の多い料理店』を読む 

平成13年度 鳥海 宗一郎 房総の文学風土 

平成14年度 秋葉 四郎 易しい『万葉集』入門 

平成15年度 佐々木 充 中島敦の文学『山月記』 

平成16年度 松井 安俊 江戸時代の紀行文学～松尾芭蕉を中心に 

平成17年度 多田 一臣 記紀の世界を読む～『古事記』・『日本書紀』 

平成18年度 宮内 克浩 『史記』を読む～項羽と劉邦を中心に 

平成19年度 
竹内 清己 
辻 章 

川端康成『山の音』を読む 
自分史の書き方講座 

平成20年度 
圷（あくつ） 美奈子 
辻 章 

『枕草子』を新しく読み解く 
自分史の書き方講座 

平成21年度 
鳥海 宗一郎 
辻 章 
湯浅 昭弘 

千葉県の文学～エピソードを中心に 
自分史の書き方講座「はじめての自分史」 
篆刻講座「蔵書印を作ろう」 

平成22年度 武田 昌憲 『竜馬がゆく』とその周辺 

平成23年度 宮内 克浩 『論語』にしたしむ～その成立と内容について 

平成24年度 三木 紀人 文武両道の人々－『平家物語』より 

平成25年度 高木 元 南総里見八犬伝の魅力 

 

文学散歩 

年 度 講 師 主  な  見  学  先 

平成元年度 高崎 繁雄 九十九里方面～夢二・光太郎詩碑、伊藤左千夫生家 

平成２年度 高崎 繁雄 市川・千葉方面～亀井院・手児奈霊堂・真間の継橋 

平成３年度 松井 安俊 東京深川方面～芭蕉記念館・深川江戸資料館・清澄庭園 

平成４年度 松井 安俊 銚子方面～夢二・独歩文学碑、佐藤春夫・虚子文学碑 

平成５年度 高崎 繁雄 館山・白浜方面～富山・安房博物館・館山城 
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平成６年度 高崎 繁雄 佐倉・印旛沼方面～歴史民俗博物館・正岡子規句碑 

平成７年度 高崎 繁雄 我孫子方面～志賀直哉邸跡・鳥の博物館 

平成８年度 高崎 繁雄 流山・松戸方面～松戸市立博物館・一茶双樹記念館 

平成９年度 高崎 繁雄 南房総方面～証誠寺・鴨川市郷土資料館 

平成10年度 高崎 繁雄 成東・九十九里方面～伊藤左千夫生家・歴史民俗資料館 

平成11年度 高崎 繁雄 佐原・神崎町方面～歌碑（寺田憲・与謝野晶子ほか） 

平成12年度 高崎 繁雄 大原・御宿方面～田園の美術館・童謡歌碑・月の沙漠記念館 

平成13年度 高崎 繁雄 東金・茂原方面～赤人塚・雄蛇ケ池・茂原公園 

平成14年度 高崎 繁雄 館山市方面～富山・城山公園・石堂寺 

平成15年度 高崎 繁雄 浦安・行徳方面～郷土博物館・徳領寺・常夜燈 

平成16年度 高崎 繁雄 市原市方面～妙経寺・飯香岡八幡宮・上総国分尼寺跡 

平成17年度 高崎 繁雄 館山・白浜方面～八房伝説の地・養老寺 

平成18年度 鈴木 仲秋 市川市方面～手児奈霊堂・文学プラザ 

平成19年度 鈴木 仲秋 大多喜・大原・御宿方面～野々宮きくの墓・山本有三碑ほか 

平成20年度 鈴木 仲秋 茂原・東金方面～茂原公園・橘神社・赤人塚 

 

著者を囲む会（文芸講演会） 

年 度 講  師 内    容  （演  題） 

昭和58年度 平岩 弓枝 テレビドラマと小説（文芸講演会） 

昭和59年度 
高井 有一 
加藤 幸子 

テキスト『俄瀧』 
テキスト『夢の壁』 

昭和60年度 三木 卓 私の中の女性像 

昭和61年度 後藤 明生 私の文学論（文芸講演会） 

昭和62年度 吉村 昭 私の創作ノートから（文芸講演会・千葉県公共図書館協会と共催） 

昭和63年度 天沢 退二郎 宮澤賢治の世界（文芸講演会） 

平成元年度 清川 妙 テキスト『美しく生きる女の心ノート』 

平成２年度 阿刀田 高 『Ⅴの悲劇』をめぐって 

平成３年度 ねじめ 正一 小説の周辺 テキスト『高円寺純情商店街』 

平成４年度 清水 義範 批判精神とユーモア 

平成５年度 三田 誠広 小説の周辺 

平成６年度 井沢 元彦 歴史ミステリーへの招待 

平成７年度 久美 沙織 国語がキライだったあなたのための国語 

平成８年度 谷川 俊太郎 谷川俊太郎自作を語る（子どもの本の講座と共催）       

平成９年度 椎名 誠 
加来 耕三 

『本の雑誌血風録』の周辺（長浦図書館開館記念） 
加来耕三が語る諸葛孔明～『三国志』の世界 

平成10年度 林 望 リンボウ先生の知的生活論 

平成11年度 江國 香織 つきすすむ日々のこと～書くこと・読むこと・捨てること 

平成12年度 中村 うさぎ 中村うさぎ漫遊記 

平成13年度 瀬名 秀明 科学と小説の楽しさを語る 

平成15年度 鈴木 光司 新しい歌を歌おう 
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平成17年度 小泉 武夫 小泉武夫が語る地球醗酵食品紀行 

平成19年度 長倉 洋海 瞳の奥に見えるもの～紛争地で出会った子どもたち 

平成21年度 高嶋 哲夫 作家というお仕事 

平成23年度 沢木 耕太郎 虚構の誘惑 

平成25年度 藤田 紘一郎 「イキイキ長寿健康法」免疫力を高める生活 

 

子どもの本の講座 

年 度 講  師 内    容  （演  題） 

昭和59年度 
中川 李枝子 
藤井 早苗 
松居 直 

子どもと本 
お話・読みきかせの実際 
絵本の時代に 

昭和60年度 
佐  々 梨代子 
小林 利久 
秋山 さと子 

子どもと本 
伝記や歴史読み物の見方・考え方 
おとぎの国に住む子どもたち 

昭和61年度 神宮 輝夫 子どもの本のおもしろさ 

昭和62年度 
小西 正保 
斉藤 惇夫 
松居 友 

宮沢賢治の世界 
僕のファンタジー 
わたしの絵本体験 

平成３年度 征矢 清 
須藤 早苗 

子どもの本の書き方・考え方 
おはなしのたのしさ 

平成４年度 藤井 いづみ 
角野 栄子 

わらべうたと手あそび 
おはなしの楽しさ 

平成５年度 本多 慶子 ピーターラビットの世界 

平成６年度 伊藤 景子 
きたやま ようこ 

夏休み手づくり教室～とびだすカード・しかけ絵本 
私のえほんの世界 

平成７年度 和田 信裕 
秋葉 恵子 

夏休み手づくり教室～マーブルペーパー 
子どもと楽しむ本の世界 

平成８年度 岩田 真弓・大村 宏美 
江野澤 恵子 

夏休み手づくり教室～洗濯のりから作るスライム 
絵本を楽しむには 

平成９年度 斉藤 洋 大人が読んでもおもしろく 子供が読んでもおもしろく 

平成10年度 職員 
池田 正孝 

夏休み手づくり教室～和紙の色染め 
ピーターラビットの世界 

平成11年度 
職員 
小沢 俊夫 
久松 友子 

夏休み手づくり教室～牛乳パックで作るおもちゃ 
「グリム童話」を学ぶ（文芸講座と共催） 
おはなし会について 

平成12年度 職員 
いとう  ひろし 

夏休み子ども手づくり教室～リサイクル工作 
あーしてこーして絵本ができて 

平成14年度 赤木 かん子 
三村 美衣 

プロが教える！読書感想文書き方講座 
ファンタジーを読もう！ 

平成15年度 木村 はるみ 
  〃 

親子で楽しむわらべうた 
わらべうたと子ども 

平成16年度 七尾 純 
お手玉隊 

自由研究っておもしろい！育てよう、ふしぎをさぐる目 
お手玉をつくってあそぼう！ 

平成18年度 工藤 直子 詩がうまれるとき～『のはらうた』ができるまで 

平成20年度 夏井 いつき 夏休みだ！俳句を作ろう～そでがうら句会ライブ 
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平成22年度 山口 進 「タネのおはなし」 

平成24年度 末盛 千枝子 どのようなことを美しいと思うか いま絵本を通して思
うこと 

 

手づくり絵本講座 

年 度 講      師 

平成元年度 松井 紀子・本多 慶子・西内 ミナミ・山田 愛子 

平成２年度 まつい のりこ・本多 慶子 

平成３年度 本多 慶子 

平成４年度 手づくり絵本サークル及び職員 

平成５年度 本多 慶子・手づくり絵本サークル及び職員 

 

ボランティア養成講座・スキルアップ講座 

年 度 講  師 演    題 

昭和59年度 小林 邦夫 図書館ボランティア養成講座 

昭和60年度 小林 邦夫 朗読奉仕者養成講座 

昭和63年度 藤井 早苗 おはなし・読み聞かせの実際（子どもの本の講座） 

平成５年度 高森 景子 おはなしの勉強会 

平成６年度 高森 景子・川瀬 紀子 おはなしの勉強会 

平成７年度 江野澤 恵子 おはなしの勉強会 

平成10年度 江野澤 恵子 おはなしの勉強会 

平成13年度 入交 静 おはなし会ボランティア養成講座（子どもの本の講座） 

平成17年度 原 信夫・荒井 督子ほか おはなし会ボランティアスキルアップ講座 

平成18年度 久松 友子 
安原 素子 

おはなし会ボランティア養成講座 
音訳ボランティアスキルアップ講座 

平成19年度 久松 友子 
伊藤明美・神代明子ほか 

おはなし会ボランティア養成講座 中級編 
ブックスタートボランティア養成講座 

平成20年度 山中 定雄・中島 千恵子 ブックスタートボランティア・スキルアップ講座 

平成21年度 木村 はるみ おはなし会ボランティアスキルアップ講座 

平成22年度 久松 友子 
平塚 明子ほか 

おはなし会ボランティア養成講座 初級編 
ブックスタートボランティアスキルアップ講座 

平成23年度 久松 友子 おはなし会ボランティア養成講座 中級編 

平成24年度 
保坂 和子 
末盛 千枝子・松村敏夫
ほか 

おはなし会ボランティアスキルアップ講座 
ブックスタートボランティア養成講座 
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図書館まつり 

 年 度 主   な   催   し 会場 

1 平成５年度 室内楽コンサート／手づくり絵本展／古本市 中 央 

2 平成６年度 リコーダーアンサンブル／特殊コレクション展 中 央 

3 平成７年度 図書館寄席／無声映画上映会／「あおぞら号」紹介 中 央 

4 平成８年度 室内楽コンサート／無声映画上映会／パネルシアター 中 央 

5 平成９年度 室内楽コンサート／無声映画上映会／パネルシアター 中・長 

6 平成10年度 北村薫・大野隆司トークショー／無声映画上映会／古本リサイクル市 長 浦 

7 平成11年度 図書館寄席／無声映画上映会／古本リサイクル市 長 浦 

8 平成12年度 
墨絵幻灯会／無声映画上映会／古本リサイクル市／おりがみ教室／ 
小学校手づくり絵本展示 

中・長 

9 平成13年度 
親子で楽しむゴスペルコンサート／古本リサイクル市／ 
小中学校手づくり絵本展示／特選ビデオ上映会 

中・長 

10 平成14年度 
おもしろサイエンスショー／地域探訪講座／本の修理講習会／ 
お父さんのための絵本講座／工作教室／紙の金魚つり 

長 浦 

11 平成15年度 
雅楽演奏会／クリスマスリース作成講座／和楽器を作ろう／ 
お父さんのためのマジック講座／特殊コレクション展 

中 央 

12 平成16年度 
飯野和好浪曲風絵本読み語り／森のパンやさんのパンづくり／ 
あなたにもできる絵本の読み聞かせ／おすすめ絵本の紹介 

長 浦 

13 平成17年度 
けん玉ショー／講演「昔の遊びと千葉県の郷土玩具」／街頭紙芝居／ 
大江戸玉すだれ／落語手品しろうと演芸会／おもちゃづくり 

中 央 

14 平成18年度 
たのしい科学工作／紙あそびの世界／自分史の書き方講座／ 
街頭紙芝居／人形劇／クリスマスオーナメント作り／紙相撲大会 

長 浦 

15 平成19年度 
文化講演会／科学工作／折り紙教室／写真展「袖ケ浦の名景」／ 
デジタルカメラ撮影教室／はらぺこあおむしになってあそぼう 

中 央 

16 平成20年度 
弦楽四重奏コンサート／文化講演会／科学工作／製本講座／ 
しおりづくり／絵本の世界を楽しもう／学校図書館の活動紹介 

長 浦 

17 平成21年度 
ＪＡＸＡ(宇宙航空研究開発機構)講演会／テルミン演奏会／講習会 
雪の結晶づくりに挑戦／街頭紙芝居／ふわふわどりをとばそう！ 

中 央 

18 平成22年度 
文化講演会／科学工作／しおり作り／ブッカーかけ講習会／ 
オカリナ演奏会／あなたも作ろう「ぐりとぐら」 

長 浦 

19 平成23年度 
室内楽コンサート／特別講座「放射線と放射能」／青空紙芝居／ 
電子オルゴールを作ろう／おりがみ工作教室 作ろう「ぐりとぐら」 

中 央 

20 平成24年度 
講演会「なつかしの昭和」／消しゴムで作る年賀はんこ／和紙で作る
シンプル凧／たのしいジャグリング／親子で楽しむリリアン作り 

長 浦 

21 平成25年度 
藤田紘一郎氏講演会(著者を囲む会)／健康講座「ピラティスで姿勢改
善」／ベビーマッサージと育児相談／折り紙教室／親子いっしょのお
はなし会／サークル展示・発表 

中 央 
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目
標

No. サービス評価指標（単位）
目標値
(27年度)

実績
(25年度)

達成率

1 図書購入タイトル数(タイトル/年) 20,000 11,350 56.8%

2 蔵書数(点) 640,000 694,640 108.5%

3 市民一人当たりの蔵書数(点/人) 10.0 11.2 112.0%

4 袖ケ浦市関係資料の受入冊数(冊/年) 250 518 207.2%

5 年間利用者数(人/年) 155,000 131,394 84.8%

6 市民実質利用率(％) 30.0 17.5 58.3%

7 市民新規登録者数(人/年) 2,000 1,026 51.3%

8 市民登録率(％) 60.0 47.0 78.3%

9 資料貸出数(点/年) 720,000 617,714 85.8%

10 市民一人当たりの貸出数(点/人) 11.5 10.0 86.8%

11 一日あたりのホームページアクセス件数(件/日) 250 211 84.4%

12 一か月あたりのWeb予約件数(件/月) 2,100 2,135 101.7%

13 学校図書館への対応

① 学校への団体貸出(冊/年) 10,000 3,788 37.9%

② 学校への出張おはなし会(人/年) 8,000 5,882 73.5%

14 レファレンス件数(件/年) 500 372 74.4%

15 児童サービスの充実

①
ブックスタート(回/年)
*平成25年度より「すきすき絵本タイム」に変更

12 21 175.0%

② わらべうた・えほんのへや(回/年) 35 37 105.7%

③ おはなし会［館内］(回/年) 85 71 83.5%

④ おはなし会［館外］(回/年) 300 374 124.7%

16 青少年サービスの充実　お薦め本リスト発行(回/年) 2 2 100.0%

17 高齢者サービスの充実　大活字本所蔵タイトル数(ﾀｲﾄﾙ) 700 979 139.9%

18 障害者サービスの充実　宅配サービス(冊/年) 150 256 170.7%

19 図書館ボランティアの育成

① おはなし会ボランティア(名) 50 32 64.0%

② 朗読ボランティア(名) 20 4 20.0%

③ ブックスタートボランティア(名)＊ 30 17 56.7%

20 来館者満足度(％) 75 未実施 ―

第３次図書館サービス網計画サービス評価指標　目標値/平成２５年度実績

資
料
及
び
情
報
の
収
集
・
提
供
等

社
会
情
勢
の
変
化
に

対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス

＊19-③ブックスタートボランティアは、事業の廃止に伴い、「すきすき絵本タイム」ボランティアとして
平成25年度から登録

利
用
者
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
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県内公立図書館サービス指標 平成24年度
   （千葉県公共図書館協会
    「千葉県の図書館2013」より）

横　芝　光 14.48

袖　ケ　浦 10.49 成　　　田 1177

浦　　　安 13.44 白　　　井 8.78 横　芝　光 699

君　　　津 77.0 横　芝　光 11.96 浦　　　安 7.14 袖　ケ　浦 518

匝　　　瑳 62.8 君　　　津 11.46 成　　　田 7.04 浦　　　安 511 成　　　田 840.3

佐　　　倉 ＊ 59.5 袖　ケ　浦 10.75 匝　　　瑳 6.83 白　　　井 455 横　芝　光 477.5

酒　々　井 58.1 印　　　西 10.22 印　　　西 5.90 匝　　　瑳 391 浦　　　安 321.5

木　更　津 53.3 我　孫　子 9.92 君　　　津 5.70 山　　　武 318 袖　ケ　浦 312.8

袖　ケ　浦 ＊ 48.8 成　　　田 9.45 大　多　喜 5.18 佐　　　倉 240 白　　　井 270.3

松　　　戸 45.0 佐　　　倉 9.18 山　　　武 4.98 印　　　西 234 匝　　　瑳 266.4

八　　　街 44.4 白　　　井 8.61 佐　　　倉 4.97 君　　　津 232 山　　　武 231.6

横　芝　光 ＊ 43.1 匝　　　瑳 7.70 八　　　街 4.23 富　　　里 227 君　　　津 191.8

市　　　原 42.0 野　　　田 6.99 市　　　原 3.81 四　街　道 223 佐　　　倉 174.2

我　孫　子 42.0 習　志　野 6.45 野　　　田 3.57 野　　　田 193 印　　　西 174.1

船　　　橋 40.4 市　　　川 6.43 富　　　里 3.53 八　　　街 189 野　　　田 167.4

山　　　武 38.8 流　　　山 6.16 酒　々　井 3.40 酒　々　井 189 富　　　里 157.3

習　志　野 36.7 富　　　里 5.71 四　街　道 3.24 市　　　川 187 四　街　道 153.1

白　　　井 36.7 市　　　原 5.66 我　孫　子 3.17 流　　　山 186 我　孫　子 132.5

富　　　里 33.9 八　千　代 5.46 館　　　山 3.03 南　房　総 173 八　　　街 128.1

印　　　西 ＊ 33.9 柏 5.44 南　房　総 2.87 我　孫　子 171 酒　々　井 123.1

流　　　山 32.9 酒　々　井 5.40 流　　　山 2.73 八　千　代 170 流　　　山 118.7

野　　　田 32.4 山　　　武 5.37 鎌　ケ　谷 2.72 習　志　野 169 習　志　野 114.4

市　　　川 32.1 八　　　街 5.02 茂　　　原 2.72 鴨　　　川 150 鴨　　　川 114.2

大　多　喜 ＊ 31.9 松　　　戸 4.73 木　更　津 2.52 船　　　橋 132 市　　　川 112.9

鎌　ケ　谷 30.7 東　　　金 4.63 八　千　代 2.47 鎌　ケ　谷 129 八　千　代 106.9

千　　　葉 29.4 千　　　葉 4.16 鴨　　　川 2.38 松　　　戸 127 東　　　庄 105.0

四　街　道 29.1 四　街　道 4.16 船　　　橋 2.33 東　　　金 124 南　房　総 103.3

浦　　　安 ＊ 28.9 船　　　橋 4.14 東　　　金 2.32 柏 123 木　更　津 101.2

東　　　金 28.4 鎌　ケ　谷 3.88 千　　　葉 2.29 館　　　山 117 鎌　ケ　谷 100.2

銚　　　子 27.4 茂　　　原 3.60 市　　　川 2.27 市　　　原 108 茂　　　原 97.8

香　　　取 27.4 鴨　　　川 3.13 柏 2.26 銚　　　子 106 勝　　　浦 95.1

成　　　田 ＊ 26.4 木　更　津 3.03 習　志　野 2.23 旭 103 松　　　戸 91.8

旭 25.5 館　　　山 2.68 勝　　　浦 2.11 木　更　津 100 柏 85.8

茂　　　原 24.5 南　房　総 2.17 銚　　　子 2.03 勝　　　浦 90 東　　　金 85.1

八　千　代 24.2 大　多　喜 2.07 香　　　取 1.77 東　　　庄 82 市　　　原 85.0

鴨　　　川 22.8 香　　　取 2.00 旭 1.45 香　　　取 79 船　　　橋 79.6

柏 22.5 銚　　　子 1.75 東　　　庄 1.29 茂　　　原 74 大　多　喜 79.6

勝　　　浦 20.9 旭 1.69 松　　　戸 1.17 千　　　葉 66 館　　　山 79.2

東　　　庄 17.9 勝　　　浦 1.30 大　多　喜 49 銚　　　子 68.1

南　房　総 ＊ 17.2 東　　　庄 1.07 香　　　取 65.6

館　　　山 16.1 旭 65.2

千　　　葉 61.9

(注)　　1 複数館ある市町村は，一つにまとめた

2 人口の数値は，千葉県毎月常住人口調査月報より（H25.4.1現在）

3 県平均欄の（　　　）内の数値は，38市町村の合計である

4 図書費には，臨時的経費のうち図書費を含む

5 個人貸出登録率は累計で，自治体内数か自治体外数を含めるかは自治体による　（＊印は、自治体内数）

6 個人貸出冊数には，近隣自治体住民に対する貸出冊数が含まれる自治体がある

（2,076,445人） （761,757冊）

人　 　口　 　１　 　人　 　あ　 　た　 　り 人 口 1000 人
あ た り

年間受入冊数
図 書 費
（ 24 年度決算 ）

県平均 ３５．２％ １２９．１冊５．６６冊

項目
個 人 貸 出
登 録 率

３．０７冊 １８２円

（33,417,404冊） （18,100,700冊） （1,075,942千円）

個 人貸出冊数 蔵 書 冊 数

（5,902,620人）
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◎袖ケ浦市民憲章 

美しい緑の山河と近代工業地帯を併せもつ、私たち袖ケ浦市民は、豊かで平和な郷

土をつくるために五つの目標をかかげて市民憲章といたします。 

 

１ だれにも思いやりの心で接し 奉仕の心をもちましょう  

１ 受け継いだふるさとの心を愛し 新しい息吹きに満ちたまちにしましょう  

１ 光と緑の自然が調和した 美しい未来の産業都市にしましょう  

１ 老人を尊び 子どもに夢と希望をもたせるまちにしましょう  

１ 教養を高め 広い視野にたって 美しい文化のまちにしましょう 

（昭和52年10月１日制定）  

 

◎袖ケ浦市民歌「光のコスモス」   

（作詞/篠崎淳之介 作曲/川崎祥悦 編曲/川崎絵都夫） 

花のこころ うたう ふるさと         峰を伝い うたう そよ風 

歴史薫る 浦の朝風                   光そそぐ 丘に呼ぶ声 

海 超えて 海 超えて               空 駆けて 空 駆けて 

あふれくる 息吹き                   こだまする ひびき 

胸に打ち返す 潮の高鳴り             望みひとすじに 人の語らい 

限りない 刻（とき）を連ねて         限りない 刻を拓いて 

いのち 輝く コスモス 袖ケ浦       緑 輝く コスモス 袖ケ浦 

 

麗しく 人 つどう 

わが街 

歓び ひろがる 光のふるさと 

 

◎市の花・鳥・木 

市の花          市の鳥         市の木 

 

 

 

 

ゆり（やまゆり） うぐいす しい 



①中央図書館 ②長浦おかのうえ図書館
６３－４６４６ ６４－１０４６

③平川図書館 ④根形公民館図書室 ⑤平岡公民館図書室
７５－７３９２ ６２－６１６３ ７５－６６６３

開館時間
中央図書館・長浦おかのうえ図書館・
平川図書館
9：30～１９：００（ 4月～９月）
9：30～１８：００（10月～３月）
根形・平岡公民館図書室
9：30～17：00

休館日（各館とも）
月曜日（祝日の場合は開館）
館内整理日（土～月以外の月末日）
年末年始

袖ケ浦市立図書館案内図

奈良輪北通り

ＪＲ内房線

●

旧国道１６号線

総合教育

センター

●主婦の店
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商工会館 パチンコ

袖ケ浦駅

昭和
小学校
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千葉信金
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●

至長浦
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袖ケ浦公園

飯富

● ●

下 ● ●
泉 駐在所

●
ひらおかの里
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平岡小
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久留里街道

セブンイレブン

出光ＧＳ

●

● ●ダイエー

● 　ツタヤ● ●マクドナルド

● ● ● 靴流通センター

●薬蔵寺
● 長浦行政センター

長浦おかのうえ図書館

至木更津 国道１６号線 至千葉

長浦駅

臨海スポーツセンター

至姉崎

至木更津 旧　国　道　１６　号　線 至姉崎

　尾張屋

●主婦の店

●
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平川公民館 牛久 馬来田
平川図書館
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