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○松本市図書館条例 

昭和３９年３月３１日 

条例第４１号 

改正 昭和４０年１０月２１日条例第３２号 

昭和４２年１２月２３日条例第３７号 

昭和４８年４月２０日条例第２２号 

昭和５２年３月１６日条例第４号 

昭和５４年９月２７日条例第４１号 

昭和５５年２月２９日条例第１１号 

昭和５８年６月２４日条例第３５号 

平成２年３月２２日条例第２３号 

平成３年９月３０日条例第５３号 

平成５年３月１２日条例第３５号 

（題名改称） 

平成１１年３月１２日条例第２３号 

平成１３年３月１６日条例第３７号 

平成１４年３月１５日条例第２７号 

平成１６年９月２７日条例第２７号 

平成１９年９月２０日条例第５２号 

平成２１年３月２３日条例第２８号 

平成２２年３月１９日条例第８２号 

平成２４年３月１日条例第２３号 

平成３０年３月１９日条例第２３号 

平成３１年３月１８日条例第１０６号 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法（昭和２５年法律

第１１８号。以下「法」という。）第１０条及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２の規定に基づき、図書館の設置及び管理等について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（名称及び位置） 

第２条 名称及び位置は、次のとおりとする。 
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名称 松本市中央図書館 

位置 松本市蟻ケ崎２丁目４番４０号 

２ 図書館に次の分館（以下「分館」という。）を置く。 

名称 位置 

南部図書館 松本市芳野４番１号 

あがたの森図書館 松本市県３丁目１番１号 

鎌田図書館 松本市両島５番５０号 

寿台図書館 松本市大字寿豊丘６４９番地１ 

本郷図書館 松本市浅間温泉２丁目９番１号 

中山文庫 松本市大字中山３５３３番地１ 

島内図書館 松本市大字島内４９７０番地１ 

空港図書館 松本市大字今井４２３７番地１ 

梓川図書館 松本市梓川倭５６２番地１ 

波田図書館 松本市波田１０１０６番地１ 

（事業） 

第３条 図書館は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 法第３条に掲げる事項に関する事業 

（２） 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業 

（休館日及び開館時間） 

第４条 図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必

要と認めたときは、この限りでない。 

区分 休館日 開館時間 

平日 休日等 

中央図書館 １ 月曜日（当該日が休日に当たるとき

は、当該日の翌日（休日を除く。）） 

２ １２月２９日から翌年１月３日まで 

３ 毎月第４金曜日（当該日が休日に当た

るときは、当該日の前日） 

４ 特別整理期間（年間１５日以内の期間

で教育委員会が別に定める期間） 

午前９時３０分

から午後７時ま

で 

午前９時３０分

から午後５時ま

で 
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南部図書館 １ 火曜日 

２ 休日（日曜日を除く。） 

３ １２月２９日から翌年１月３日まで 

４ 毎月第４金曜日（当該日が休日に当た

るときは、当該日及び当該日の前日） 

５ 特別整理期間（年間１５日以内の期間

で教育委員会が別に定める期間） 

午前１０時から

午後１０時まで

（土曜日を含

む。） 

午前１０時から

午後５時まで

（土曜日を除

く。） 

あがたの森図

書館 

１ 月曜日（当該日が休日に当たるとき

は、当該日及び当該日の翌日） 

２ 休日（日曜日を除く。） 

３ １２月２９日から翌年１月３日まで 

４ 毎月第４金曜日（当該日が休日に当た

るときは、当該日及び当該日の前日） 

５ 特別整理期間（年間１５日以内の期間

で教育委員会が別に定める期間） 

午前１０時から

午後７時まで 

午前１０時から

午後５時まで 

鎌田図書館 午前１０時から

午後６時まで 

午前１０時から

午後５時まで 

寿台図書館 午前１０時から午後５時まで 

本郷図書館 

中山文庫 

島内図書館 

空港図書館 

梓川図書館 午前１０時から午後６時まで 

波田図書館 １ 月曜日 

２ 休日の翌日（当該日が土曜日、日曜日

又は休日に当たるときは、当該日以後の

休館日（第４号に規定する休館日を除

く。）を除いた最初の平日とする。） 

３ １２月２９日から翌年１月３日まで 

４ 毎月第４金曜日（当該日が休日に当た

るときは、当該日の前日） 

５ 特別整理期間（年間１５日以内の期間

で教育委員会が別に定める期間） 

４月から１１月

まで 午前１０

時から午後７時

まで 

１２月から３月

まで 午前１０

時から午後５時

まで 

午前１０時から

午後５時まで 

備考 

１ 「休日」とは、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

休日をいう。 

２ 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び休日をいう。 
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３ 「平日」とは、休日等以外の日をいう。 

（利用の許可） 

第５条 図書館資料を利用しようとする者は、所定の手続きを経て、教育委員会の許可を受

けなければならない。 

（利用の制限） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館をさせないこ

と又は図書館資料の貸出しをしないことができる。 

（１） 図書館の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

（２） 図書館資料の返納を怠ったとき、図書館資料を故意に汚損若しくはき損したとき

又は次条に定める弁償の責を果さないとき。 

（３） その他教育委員会が管理上不適当と認めたとき。 

（損害賠償） 

第７条 利用者は、図書館資料を亡失、汚損又はき損したときは、その損害を弁償しなけれ

ばならない。 

（図書館協議会） 

第８条 図書館の適正な運営を図るため、法第１４条の規定に基づき、松本市中央図書館に

松本市図書館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人以内とする。 

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） 学校教育関係者 

（２） 社会教育関係者 

（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４） 有識者 

（５） 公募による市民 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

４ 委員の任期は２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補充委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（廃止） 

第９条 松本市中央図書館を廃止する場合は、議会において出席議員の３分の２以上の者の

同意を得なければならない。 

（委任） 
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第１０条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 市立松本図書館条例（昭和２６年条例第１０号）及び市立松本図書館使用条例（昭和２

２年告示第１０２号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例施行のさい、旧条例の規定に基づいてなされた行為は、この条例によりなされ

たものとみなす。 

附 則（昭和４０年１０月２１日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４０年９月１日から適用する。 

附 則（昭和４２年１２月２３日条例第３７号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和４２年教育委員会規則第１２号で昭和４３年１月２６日から施行） 

附 則（昭和４８年４月２０日条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５２年３月１６日条例第４号） 

この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年９月２７日条例第４１号） 

この条例は、昭和５４年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年２月２９日条例第１１号） 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年６月２４日条例第３５号） 

この条例は、昭和５８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月２２日条例第２３号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項、第４条第２項及び

第５条第２項の改正規定中南部図書館に係る部分の施行期日は、別に規則で定める。 

（平成２年教育委員会規則第１５号で平成２年５月２４日から施行） 

附 則（平成３年９月３０日条例第５３号） 
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この条例は、平成３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月１２日条例第３５号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月１２日条例第２３号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月１６日条例第３７号） 

この条例は、平成１３年４月１７日から施行する。ただし、第２条第２項、第４条第２項

及び第５条第２項の表の改正規定中島内図書館に係る部分は、平成１３年５月１０日から施

行する。 

附 則（平成１４年３月１５日条例第２７号） 

この条例は、平成１４年４月１８日から施行する。 

附 則（平成１６年９月２７日条例第２７号） 

この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２０日条例第５２号） 

この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２３日条例第２８号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１９日条例第８２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年３月３１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、公布

の日から施行する。 

（波田町の編入に伴う経過措置） 

２ 波田町の編入の日前に、波田町教育委員会によりなされた処分その他の行為は、この条

例による改正後の松本市図書館条例の相当規定によりなされた処分その他の行為とみな

す。 

附 則（平成２４年３月１日条例第２３号） 

この条例は、平成２４年５月１１日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、平成２

４年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１９日条例第２３号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１８日条例第１０６号） 
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この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


