
〔第３部 生涯学習・生涯スポーツ〕 

５ 図書館事業の充実 
上尾市図書館は昭和４３年８月に創設し、昭和５６年６月に現在の図書館本館が新設オープン

した。市民の多様な学習意欲にこたえ、生涯学習の基盤施設として図書やその他の資料を収集・

整理・保存して利用者へ提供するとともに、視聴覚機材の貸出しや視聴覚機器の技術講習会、映

画会やお話し会などの図書館事業を行っている。 

本館のほかに５つの分館と３つの公民館図書室を配置し、これらをコンピュータと図書の回送

車でネットワークを結び、どこの施設でもすべての図書館資料の検索、返却、貸出ができる。ま

た、ホームページや携帯電話での蔵書検索や予約受付を実施している。（※１） 

また、さいたま市・伊奈町と協定を結び、いずれの住民であっても各市町の図書館を利用する

ことができる。 

（※１） 
パソコンや携帯サイトから、市内の図書館（本館、分館、公民館図書室）が所蔵している図書資料
を予約する場合には、事前に来館して、パスワード登録の申し込みが必要となります。 

◎パスワード登録に必要なもの  
・利用カード 
・身分証明書（免許証、保険証、社員証、学生証など） 

 ◎パスワード登録をすると、Ｗｅｂ予約のほか、以下のことができます。  
・利用状況の照会 
・予約状況の照会 
・メールアドレス登録（予約図書が用意できたときの連絡をメールで受け取る。） 

（１）名称と所在地 

名  称 所在地 電話番号 

上尾市図書館 （本館） 上町１－７－１ ７７３－８５２１ 

図書館平方分館 平方４３５４－２ （平方東小学校内） ７８１－６８００ 

図書館瓦葺分館 瓦葺２５２８－３ ７２３－１０７０ 

図書館たちばな分館 平方１７１３－１ ７８２－１９１９ 

図書館上尾駅前分館 柏座１－１－１５ プラザ館 1.2 階 ７７８－４１１１ 

図書館大石分館 中分１－２３２ ７２６－６０５９ 

上平公民館図書室 南７５－１ ７７５－９３０８ 

原市公民館図書室 原市３４９９ ７２１－４９４６ 

大谷公民館図書室 大谷本郷９４９－１ ７８１－０８９２ 

（２）開館時間と休館日 

 区分 開館時間 休館日 

上尾市図書館（本館） 
火～日曜日・祝日 ： 午前９時～午後７時 

（１Ｆ児童室・視聴覚機材団体利用は午後５時まで） 

月曜日（祝日を除く） 

年末年始・図書整理期間
駅前分館 

火～金曜日 ： 午前１０時～午後８時 

土･日・祝日 ： 午前１０時～午後５時 

分館及び公民館図書室
火～金曜日 ： 午後１時３０分～午後５時 

土曜日・日曜日・祝日・夏休み期間 ： 午前１０時～午後５時 
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（３）利用状況 （平成１９年度） 

施設名 開館日 年間利用者数 年間貸出冊数 １日平均貸出冊数

上尾市図書館 （本館） ３０１ 日 １８３，９３０ 人 ７４６，１６３ 冊 ２，４７８ 冊 

図書館平方分館 ２８８ 日 １３，９４４ 人 ５０，６７３ 冊 １７５ 冊 

図書館瓦葺分館 ２８８ 日 ２１，６１７ 人 ８４，１８０ 冊 ２９２ 冊 

図書館たちばな分館 ２８８ 日 １１，８８４ 人 ５１，７３２ 冊 １７９ 冊 

図書館上尾駅前分館 ２８８ 日 ４９，０１４ 人 １３８，９４３ 冊 ４８２ 冊 

図書館大石分館 [※１] ６０ 日 １２，４９１ 人 ５０，７０２ 冊 ８４５ 冊 

上平公民館図書室 ２８６ 日 ９，２６７ 人 ３７，６０１ 冊 １３１ 冊 

原市公民館図書室 ２８８ 日 ８，８３０ 人 ３４，６０３ 冊 １２０ 冊 

大谷公民館図書室 ２８６ 日 １０，７１０ 人 ４１，８０１ 冊 １４６ 冊 

西上尾こども図書館 [※２] １３５ 日 １，９３１ 人 ７，９５５ 冊 ５８ 冊 

大石公民館図書室 [※３] １９６ 日 ７，９８８ 人 ２９，０２４ 冊 １４８ 冊 

全館合計 ２，７０４ 日 ３３１，６０６ 人 １，２７３，３７７ 冊  

※１ 大石分館は、平成２０年１月１５日に開館。 

※２・※３ 西上尾こども図書館及び大石公民館図書室は、平成１９年１０月末に閉館。 

 

 

〔図書館本館〕 
〔大石分館〕 

〔
た
ち
ば
な
分
館
〕 

〔たちばな分館館内〕 

〔駅前分館館内〕 
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（４）各館の種類別資料の状況 （平成２０年 3 月３１日現在） 

 一般書 児童書 紙芝居 郷土資料 雑誌 洋書 AV 資料 計 

上尾市図書館
（本館） 

２２７，１５８ ７１，０３２ ７４２ ６，０６６ ８，５８９ ９２０ ６，９３０ ３２１，４３７

平方分館 ２１，０６３ １５，８０７ １４１ １５０ ５７８ ０ ０ ３７，７３９

瓦葺分館 １７，８２４ １３，６５３ １２８ １３９ ３２６ ０ ０ ３２，０７０

たちばな分館 １７，８３７ ７，９２８ １０２ １０２ ４１３ ０ ０ ２６，３８２

駅前分館 １８，２１１ １，６６６ ０ ８１ ５８８ ０ ０ ２０，５４６

大石分館 １９，５５６ １３，９７４ ５０６ ２ ５０２ ０ ２，４４４ ３６，９８４

上平公民館
図書室 

１１，８３１ １３，５８７ １９６ ０ ３１２ ０ ０ ２５，９２６

原市公民館
図書室 

１１，２２２ ９，９７７ １５６ １ ２６５ ４ ０ ２１，６２５

大谷公民館
図書室 

１６，８１４ ９，９７９ ４５０ ３６ ２７２ ３ ０ ２７，５５４

合 計 ３６１，５１６ １５７，６０３ ２，４２１ ６，５７７ １１，８４５ ９２７ ９，３７４ ５５０，２６３

 

（５）年齢別利用登録者数 （平成２０年 3 月３１日現在） 

 年齢 

性別 

0～6 7～12 13～15 16～19 20～24 25～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～ 合計 

男性 １７７ ３，５１０ ２，７４２ ３，８５５ ３，９９８ ３，１２７ ５，３００ ４，２２２ ３，７０３ ３，６２５ ２，８３７ ３７，０９６

女性 ２０５ ４，０２７ ２，９８７ ４，１３３ ５，０８１ ４，８３９ １２，７０８ ９，０９１ ６，１６４ ４，６８４ ２，０６９ ５５，９８８

合計 ３８２ ７，５３７ ５，７２９ ７，９８８ ９，０７９ ７，９６６ １８，００８ １３，３１３ ９，８６７ ８，３０９ ４，９０６ ９３，０８４

 

〔図書館本館の館内〕 
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（６）平成２０年度事業計画 

事業名 期日 講師等 内容 

◎◎おおははななしし会会  

○本館 

 

毎週水曜日・土曜日 

上尾おはなしの会 昔話・童話の語り 

○平方分館 毎週土曜日 

○瓦葺分館 毎週火曜日 

○大石分館 毎月第１・３土曜日 

○たちばな分館 ７月２４日・８月２８日 

○大人のためのお話会 １０月２６日・３月予定 

◎◎絵絵本本のの時時間間  

○本館 

 

毎週火曜日 

 

図書館職員 他 

 

○大石分館 毎月第２土曜日 
絵本の森もこもこ ○たちばな分館 毎月第１・３土曜日 

◎◎いいろろ・・イイロロ・・色色ああそそびび  

～～ペペーーパパーーククロロママトトググララフフィィーー～～  

７月３０日 図書館職員 

科学教育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

水性ペンで不思議な模様

のしおりやうちわをつくる 

◎◎図図書書館館ツツアアーー  １０月１１日 図書館職員 館内案内（地下書庫など）

◎◎世世界界ででたたっったた１１冊冊のの本本作作りり  １０月１１日・１８日 

１１月１日・８日 

たんぽぽの会 絵本作り 

◎◎神神田田ああおおいい講講演演会会  １１月８日 神田あおい 講談 

◎◎賢賢治治のの昼昼下下ががりり  １１月９日 吉田紀美子 他 朗読とチェロの演奏 

◎◎いいろろ・・イイロロ・・色色ああそそびび  

～～ペペーーパパーーククロロママトトググララフフィィーー～～  

７月３０日 図書館職員 

科学教育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

水性ペンで不思議な模様

のしおりやうちわをつくる 

◎クリスマス会 

○本館 

 

１２月２５日 

 

図書館職員 

 

絵本、他 

◎人形劇 ３月１５日 人形劇サークル 

“あいあい” 

人形劇 

◎図書のリサイクル 平成２１年２月２０日 

～２２日
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（７）視聴覚事業（団体対象） 

●利用状況 （平成１９年度） 

項 目 所蔵数 利用本（回）数

１６ミリ映画フィルム １７０本 ２４本

ビデオテープ ６２１本 １４７本

１６ミリ映写機 ７台 ７回

スライド映写機 ３台 ７回

ビデオプロジェクター ９台 １３１回

OHC （資料提示装置） ２台 １回

 

●事業実施状況 （平成１９年度） 

事業名 実施回数 参加者 

１６ミリ映写機技術講習会 １回 ８人

〃    再講習会 １回 ５人

プロジェクター技術講習会 ２回 １３人

こども映画会 １０回 ２６１人

親子映画会 ３回 ４７人

大人向け映画会 ４回 １００人

 

●平成２０年度事業計画 

事業名 期日 内容 

１６ミリ映写機技術講習会 ６月２９日 映写機利用資格者の養成 

〃    再講習会 １１月１５日 既資格者の再講習会 

プロジェクター技術講習会 ８月３０日・１１月１５日 視聴覚機材の取扱い講習会 

こども映画会 ８・３月を除く毎月第２土曜日 子供向け映画会 

春休み親子映画会 ３月２７日 親子向け映画会 

夏休み親子映画会 ８月２２日 親子向け映画会 

クリスマス親子映画会 １２月予定 親子向け映画会 

ライブラリー映画会 ６・９・１２・１月 大人向け映画会 
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第２章 健康で活力に満ちた市民スポーツ活動の推進 

余暇時間の増大等の社会環境の変化に伴い、老若男女を問わず、健康・体力づくりに対する関

心とともに多種多様なスポーツ・レクリエーション活動や広範なスポーツイベントへの市民の参

加要求はますます高まってきている。また、上尾市が健康で明るく活力に満ちた都市になるため、

スポーツ都市宣言の趣旨を踏まえ、市民一人ひとりが生涯にわたってスポーツ・レクリエーショ

ンに親しむことのできる機会と場の提供が求められている。 

 こうしたことから、あらゆる機会を通じ個々の体力や適性に応じてスポーツ・レクリエーショ

ン活動ができるよう、施設・設備の整備・拡充をはじめ、スポーツ関係団体の指導・育成のほか、

健康・体力づくりのためのスポーツ大会やスポーツ教室（講座）を開催している。またスポー

ツ・レクリエーション指導者の発掘と養成（育成）など、生涯スポーツ・レクリエーションの向

上を目指した環境整備を推進している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 
市民誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、ライフステージに合わせた活動機会の

拡充を図る。 

① スポーツ都市宣言の実績 ② スポーツクラブの育成 

市民のスポーツに対する関心と理解を高め、ス

ポーツの生活化を促進するため、スポーツ関連情

報の提供充実をはじめ、スポーツ環境の整備拡充

を推進する。 

地域のスポーツ愛好者のクラブ結成を促進する

ため、各種スポーツ大会の開催やスポーツ施設利

用者の組織化を推進するとともに、指導者の紹介

などにも力を入れていく。 

また、市民の健康・体力づくりのための機会を提

供するとともに地域スポーツ活動の活性化を図るた

め、体育協会をはじめ各種スポーツ関係団体等と

の連携によりシティマラソンや市民体育祭などのス

ポーツイベントを開催する。 

○スポーツ都市宣言記念大会用賞状の提供 
○スポーツ関連情報資料の作成と提供 

  ・「スポーツ・レクリエーション行事予定表」の作成 

 ・「体育指導委員活動の記録」発刊(隔年) 

 ・「さわやかあげお」の発行（年３回） 
   

◎スポーツ大会 （いずれも市制施行５０周年記念事業） 

事 業 名 会  場 対  象 

第２５回いきいきライフ大運動会 上尾市民体育館 市内在住の６０歳以上 

第５０回上尾市民体育祭 上尾運動公園陸上競技場 市内在住・在勤・在学者 

第２１回２００８上尾シティマラソン 上尾運動公園陸上競技場 小学５年生以上 

第２７回上尾市民駅伝競走大会 上尾丸山公園周辺 市内在住・在勤・在学者 
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