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総則

この規 程は 、奈良 県立 図書情 報館 管理 運営規 則（ 平成二 十年 三月奈 良県 規則第

)

第一章
（趣旨
第一条

五十五 号。 以下「 管理 運営規 則」 とい う。） 第十 条及び 奈良 県立図 書情 報館公 文書 等
の取扱 いに 関する 規則 （平成 二十 年三 月奈良 県規 則第五 十六 号。以 下「 公文書 取扱 規
則」と いう 。）第 七条 に基づ き奈 良県 立図書 情報 館（以 下「 情報館 」と いう。 ）の 利
用等に 関し て必要 な事 項を定 める 。

情 報館 資料 のう ち、 図書 、 雑誌 、新 聞 、官 報、 法規 集、 絵図 及び 地図

情報 館で 利用 者へ の閲 覧 、視 聴又 は 貸出 しの ため に保 有又 は利 用す

この規 程に おいて 、次 の各号 に掲 げる 用語の 定義 は、当 該各 号に定 める ところ

（定義 ）
第二条

情報 館資 料

による 。
一

図書 資料

るあら ゆる 資料
二
等

四

三
視聴 覚資 料

文書資 料

情報館 資料 のうち 、公 文書 取扱規 則第 二条に 掲げ る資料
情報 館資 料の うち 、Ｃ Ｄ 、Ｃ Ｄ― Ｒ ＯＭ 、Ｄ ＶＤ 、ビ デオ テー プ、

ネッ トワ ーク 資料

情 報館 資料 のう ち 、イ ンタ ー ネッ トそ の他 の高 度情 報通 信ネ

カセッ トテ ープ及 びマ イクロ フィ ルム 等
五

情報 機器

情 報館 で情 報館 資料 の利 用 のた めに 設 置さ れた 機器 （利 用者 が情 報館

ットワ ーク を通じ て発 信され 又は 閲覧 の提供 を受 けた情 報資 料
六

有料 施設

奈 良県 立図 書情 報館 条例 （ 平成 十七 年 三月 奈良 県条 例第 四十 九号 ）別

に同目 的の ために 持ち 込む機 器を 含む 。）
七

資 料の館 内利 用

情 報館資 料等 の利用

表（以 下「 条例別 表」 という 。） に掲 げる施 設

第二章
第一節
（図書 資料 の閲覧 ）
図書資 料を 閲覧し よう とする 者は 、所 定の閲 覧場 所にお いて 行う。 この 場合、

書庫内 の図 書資料 を利 用しよ うと する 者は、 副館 長が定 める 資料請 求書 を係員 に提

閲覧席 を指 定する こと がある 。

第三条

２

一
劣化が 著し い資料

人権又 はプ ライバ シー を侵害 する おそ れがあ る資 料

出する 。た だし、 次に 掲げる 資料 につ いて、 閲覧 等の利 用を 制限す るこ とがあ る。

二
その他 副館 長が指 定す る資料

前項の 資料 請求に よっ て同時 に利 用で きる資 料の 数は、 十点 以内と する 。ただ し、

三
３
副館長 が必 要と認 める ときは 、こ の限 りでな い。

文書資 料を 閲覧し よう とする 者は 、副 館長が 定め る資料 請求 書を係 員に 提出す

（文書 資料 の閲覧 ）
第四条

る。こ の場 合、公 文書 取扱規 則第 五条 の公文 書等 の利用 及び 制限の 規定 に従い 、係 員
の指示 に基 づき閲 覧す る。

視聴覚 資料 を利用 しよ うとす る者 は、 第九条 第一 項の規 定に 基づく 利用 者カー

（視聴 覚資 料の利 用）
第五条

ドの 交 付を 受 ける と と もに 、 所定 の 申込 み 手続 を行 い 、係 員 の指 示 に 基づ き 利用 す
る。

ネット ワー ク資料 を利 用しよ うと する 者は、 所定 の申込 み手 続を行 い、 係員の

（ネッ トワ ーク資 料の 利用）
第六条

資 料の貸 出し 等

指示に 基づ き利用 する 。

第二節

貸出し がで きる情 報館 資料は 、図 書資 料とす る。 ただし 、第 十七条 及び 第二十

（貸出 資料 ）
第七条
二条に よる 貸出し の場 合は、 この 限り でない 。

情報館 資料 の貸出 しを 受けら れる 者は 、個人 及び 次の各 号の いずれ かに 該当す

（貸出 しを 受けら れる 者）
第八条

四

三

二

一

報道機 関そ の他副 館長 が適当 と認 める 機関

国及び 地方 公共団 体

学校教 育法 （昭和 二十 二年法 律第 二十 六号） 第一 条に規 定す る学校

博物館 法（ 昭和二 十六 年法律 第二 百八 十五号 ）に 規定す る博 物館

図書館 法（ 昭和二 十五 年法律 第百 十八 号）に 規定 する図 書館

る機関 とす る。

五

利用者 カー ドの交 付を 受けよ うと する 者は、 副館 長に利 用者 カード 交付 申込書

（利用 者カ ードの 交付 ）
第九条

（第一 号様 式）を 提出 し、次 の各 号に 掲げる いず れかの 証明 書類を 係員 に提示 した う
えで、 利用 者カー ドの 交付を 受け るこ とがで きる 。ただ し、 前条各 号に 該当す る機 関

健康 保険 証、 運転 免許 証、 身体 障害 者 手帳 、住 民 票の 写し 又は その 他公 的機 関が

の利用 者カ ードの 交付 につい ては 、別 に定め る。
一

住所、 氏名 及び生 年月 日が確 認で きる 学生証 、生 徒手帳

発行し た証 明書類 で住 所、氏 名及 び生 年月日 を確 認でき るも の
二

その他 前各 号に掲 げる 証明書 類に 準ず るもの
前項の 利用 者カー ドの 有効期 限は 、無 期限と する 。ただ し、 三年間 利用 者カー ドを

三
２

第一項 の規 定によ り利 用者カ ード の交 付を受 けた 者は、 利用 者カー ドを 他人に 貸与

利用し なか った場 合、 当該利 用者 カー ドは無 効と なる。
３

前項の 規定 に違反 する 行為に よっ て生 じた損 害は 、利用 者カ ードの 交付 を受け た者

し、又 は譲 渡して はな らない 。
４

利用者 カー ドの交 付を 受けた 利用 者は 、利用 者カ ード交 付申 込書の 記載 事項に 変更

の負担 とす る。こ の場 合にお ける 弁償 の手続 等は 、第三 十一 条の規 定を 適用す る。
５

を生 じた 場合 は、 速や かに 利用 者カ ード 申込 事項 変更 届（ 第二 号様 式） を副 館長 に提
出しな けれ ばなら ない 。

（利用 者カ ードの 再交 付等）
利用者 カー ドを亡 失し た者は 、そ の旨 を速や かに 副館長 に申 し出な けれ ばなら

利用者 は前 項の申 し出 をした 日か ら七 日を経 過し た時点 で、 利用者 カー ド交付 申込

ない。

第十条

２
書を 提出 する こと によ り、 利用 者カ ード の再 交付 を受 ける こと がで きる 。そ の間 の貸

副館長 は、 利用者 から 利用者 カー ドの き損の 申し 出があ った 場合、 再交 付申込 みに

出しは 、副 館長が 当該 利用者 デー タの 確認を する ことに より 行う。
３

副館長 は、 利用者 から 利用者 カー ドの 使用停 止の 申し出 があ った場 合、 速やか に使

基づき 速や かに再 交付 する。
４
用停止 の処 置をと る。

個人貸 出し を受け よう とする 者は 、貸 出カウ ンタ ーにお いて 利用者 カー ドを

（資料 の個 人貸出 し）
第十一 条

２

利用者 が貸 出期間 の延 長を希 望す る場 合は、 当該 資料に 他の 利用者 の予 約が入 って

同時に 貸出 しでき る資 料の数 は、 十点 以内と し、 貸出期 間は 三十日 以内 とする 。

係員に 提出 し、貸 出し を受け る。

３

返却期 限を 過ぎて 貸出 しを受 けた 図書 資料を 返却 しない 者に 対して 、当 該資料 が返

いない 場合 に限り 、十 五日以 内で 貸出 期間の 延長 を認め る。
４

副館長 は、 貸出し を受 けた図 書資 料を 貸出し 期間 内に返 却し ない者 に対 して、 一月

却され るま での間 、新 たな貸 出し を行 わない 。
５

図書資 料の 貸出し を受 けた利 用者 は、 貸出し を受 けた図 書資 料を他 人に 転貸し ては

を超え ない 範囲内 で期 間を定 めて 貸出 しを停 止す ること がで きる。
６

郵送に よる 貸出を 受け ようと する 者は 、利用 者カ ードを 提示 し、貸 出し を受け る。

ならな い。
７

郵送 によ る貸 出は 一回 五点 以内 とし 、郵 送に 係る 送料 等は 当該 貸出 を受 ける 者の 負担
とする 。た だし、 送付 に要す る日 は貸 出期間 に含 む。
（資料 の機 関貸出 し）
機関貸 出し を受け る場 合は、 貸出 カウ ンター にお いて利 用者 カード 及び 副館

同時 に 貸 出し で きる 資 料 の数 は 、五 十 点 以内 と し、 貸 出 期間 は 四十 五 日 以内 とす

長が定 める 借受申 込書 を係員 に提 出し 、貸出 しを 受ける 。

第十二 条

２
る。

利用者 は、 利用し たい 図書資 料が 他の 利用者 に貸 出され てい る場合 は、 副館

（資料 の貸 出予約 ）
第十三 条

２

長が定 める 予約申 込書 により 、あ らか じめ貸 出し の予約 をす ること がで きる。
前項の 貸出 予約の ほか 、第九 条の 利用 者カー ドの 交付と 同時 に取得 する パスワ ード

を利 用す るこ とに より 、県 立図 書情 報館 ホー ムペ ージ の貸 出予 約画 面か ら図 書資 料の

副館長 は、 前二項 の規 定によ り予 約さ れた図 書資 料が、 貸出 しでき る状 態にな った

貸出し の予 約をす るこ とがで きる 。
３

連絡 を 受 けた 利 用予 約 者 が連 絡 を受 け た 日か ら 七日 以 内 に利 用 手続 を し ない 場合

ときは 、利 用予約 をし た利用 者に 連絡 する。
４
は、副 館長 は予約 を取 り消す こと がで きる。

副館長 は、 図書資 料の 貸出し を受 けた 者が返 却期 限まで に当 該資料 を返 却し

図 書 資料 の 貸 出 し を受 け た 者 は 、所 定 の 方 法 に よ り 返却 し な け れ ばな ら な

（資料 の返 却）
第十四 条
い。
（督促 ）
第十五 条
ない場 合は 、その 者に 電話、 文書 又は 電子メ ール 等によ り督 促する 。

他の公 共図 書館及 び公 民館図 書室 等が 相互貸 借に よる図 書資 料の貸 出し を受

（相互 貸借 による 資料 の貸出 し）
第十六 条

けよう とす るとき は、 相互貸 借に つい て情報 館と 協議し 、所 定の手 続を 行う。
（資料 の特 別貸出 し）
管 理 運営 規 則 第 九 条第 三 項 た だ し書 に よ り 貸 出 し を 受け る こ と が でき る 者

前項の 申請 に基づ き、 副館長 が適 当と 認める 場合 は、申 請者 に特別 貸出 承認書 （第

より副 館長 の承認 を受 けなけ れば なら ない。

は、第 八条 各号に 掲げ る機関 とし 、貸 出に際 して は特別 貸出 申請書 （第 三号様 式） に

第十七 条

２

資 料の複 製

副館長 は、 前項の 承認 に管理 上必 要な 条件を 付す ること がで きる。

四号様 式） を交付 する 。
３

第三節

情報館 資料 を複写 、出 力及び 撮影 等（ 以下「 複製 」とい う。 ）しよ うと する

（資料 の複 製）
第十八 条

２

複製は 、著 作権法 （昭 和四十 五年 法律 第四十 八号 ）第三 十一 条の規 定に 基づき 行う

複製に 要す る費用 は、 別に定 める とこ ろによ り利 用者が 負担 する。

者は、 副館 長が定 める 複写等 申込 書を 係員に 提出 する。

３

ほか、 次に 掲げる 情報 館資料 の複 製に ついて は、 禁止又 は制 限する 。

四

三

二

一

前各 号に 掲げ る資 料の ほか 、特 に副 館 長が 複製 す るこ とが 不適 当で ある と認 める

ネット ワー ク資料 （用 紙に出 力す る場 合を除 く。 ）

視聴覚 資料 （マイ クロ フィル ムを 用紙 に出力 する 場合を 除く 。）

複製の 困難 なもの 又は 損傷の おそ れの あるも の

入手条 件と して複 製禁 止の定 めの ある もの

他 館資料 の利 用

前各 項 に 定め る ほか 、 情 報館 資 料の 複 製 に関 し 必要 な 事 項は 、 副館 長 が 別に 定め

もの

五

４
る。

第四節
（他館 資料 の借受 けに よる閲 覧等 ）
利用者 は、 利用し たい 資料が 情報 館に 所蔵さ れて いない 場合 は、副 館長 が定

副館長 は前 項の相 互借 受申込 書を 受理 したと きは 、相互 貸借 につい て相 手館と 協議

きる（ ビデ オテー プ等 映像資 料を 除く 。）。

める借 受申 込書を 副館 長に提 出し 、他 の公立 図書 館等か らの 借受け を求 めるこ とが で

第十九 条

２

副館長 は資 料が利 用で きる状 態に なっ たとき は、 速やか に第 一項の 申込 みをし た利

し、借 受申 込みの 手続 を行う 。
３

当該 資 料 の閲 覧 又は 貸 出 しに つ いて は 、 相手 館 より 指 示 があ る 場合 は 、 それ に従

用者に 連絡 する。
４

い、 特に 指示 がな い場 合は 、閲 覧に つい ては 所定 場所 で閲 覧の 後係 員に 返却 する もの

借受け にか かる資 料の 送付に 要す る費 用は、 利用 者が負 担す る。

とし、 貸出 しにつ いて は第十 一条 及び 第十二 条の 規定を 適用 する。
５
（他館 資料 の複写 ）
利用者 は、 利用し たい 図書資 料が 情報 館に所 蔵さ れてい ない 場合は 、副 館長

副館長 は前 項の申 込書 を受理 した とき は、速 やか に所蔵 館を 探し、 相手 館の定 める

る。

が定 め る複 写 申込 書 を 提出 し 、他 の 公立 図 書館 等の 資 料の 複 写を 求 め るこ と がで き

第二十 条

２

副館 長 は 資料 が 到着 し た とき は 、速 や か に第 一 項の 申 込 みを し た利 用 者 に連 絡す

様式に より 複写依 頼を する。
３

相手館 の定 める複 写に 要する 費用 及び 送付に 要す る費用 は、 利用者 が負 担する 。

る。
４

第三章

障 害者サ ービ ス

対面読 書室 及び点 字 音
･ 声 出力 装置室 の利 用等 につ いては 、別 に定め る。

（対面 読書 室、点 字 音
･ 声 出力 装置室 ）
第二十 一条
（資料 の郵 送貸出 し）
身体障 害者 福祉法 （昭 和二十 四年 法律 二百八 十三 号）に よる 身体障 害者 手

前項の 規定 により 貸出 しを受 ける 情報 館資料 の点 数は、 十点 以内と し、 期間は 四十

けるこ とが できる 。

帳の交 付を 受けた 身体 に重度 の障 害の ある者 は、 情報館 資料 の郵送 によ る貸出 しを 受

第二十 二条

２
五日以 内と する。 ただ し、送 付に 要す る日は この 貸出期 間に 含む。

前条の 郵送 貸出し を受 けよう とす る者 は、身 体障 害者手 帳を 提示し 、第 九

（郵送 貸出 しの登 録）
第二十 三条

レ ファレ ンス サービ ス

条の利 用者 カード の交 付を受 け、 郵送 貸出し の利 用者登 録を しなけ れば ならな い。

第四章

利用者 は、 利用す る資 料に関 して 係員 に調査 を依 頼し、 又は 相談す るこ と

（資料 利用 の調査 相談 ）
第二十 四条
ができ る。

前条の 規定 にかか わら ず、次 の各 号に 該当す る事 項につ いて は、調 査相 談

（回答 の制 限）
第二十 五条

一

他人 の生 命、 名誉 又は 財産 に損 害を 与 え、 又は 社 会に 直接 悪影 響等 を及 ぼす と認

人権侵 害と なるお それ のある もの

に対す る回 答を行 わな い。

二

身上 相談 、法 律相 談、 医療 相談 又は カ ウン セリ ン グ等 専門 的有 資格 者が 回答 すべ

められ るも の
三

五

四

学習 課題 、レ ポー ト、 卒業 論文 又は 懸 賞問 題の 解 答等 につ いて の調 査及 び研 究の

仮定又 は将 来の予 想に 属する もの

古書、 古文 書又は 美術 品等の 鑑定

きもの

六

八

七

その他 副館 長が対 象外 と認め るも の

回答に 多大 な労力 、時 間を要 する 調査 、解読 、翻 訳及び 文献 目録の 作成

合理的 な検 索手段 のな い記事 や写 真等 の調査

代行

九

第五章
第一節

施 設の利 用
有 料施設

（有料 施設 の利用 期間 ）
有料施 設は 、条例 別表 に掲げ る時 間の 区分に より 利用期 間を 定め、 貸し 出

準備又 は片 付けに 要す る時間 は、 前項 の利用 期間 に含む 。

す。

第二十 六条

２
（有料 施設 の利用 手続 ）
条例別 表に 掲げる 施設 及び設 備（ 駐車 場を除 く。 ）の使 用の 承認を 受け よ

前項の 申請 書は、 利用 しよう とす る日 の三月 前の 月の一 日か ら受理 する ことが でき

る。

うとす る者 は、あ らか じめ有 料施 設使 用承認 申請 書（第 五号 様式） を副 館長に 提出 す

第二十 七条

２

前二項 の規 定によ る申 請書の 提出 があ った場 合に おいて 、適 当と認 め使 用を承 認す

る。
３

前項の 規定 により 承認 を受け た事 項の 変更の 承認 を受け よう とする 者は 、有料 施設

るとき は、 有料施 設使 用承認 書（ 第六 号様式 ）を 交付す る。
４

使 用変 更 承 認 申請 書 （ 第七 号 様 式 ）に 先 に 承 認 を 受け た 有 料 施設 使 用 承認 書 を 添え
て、 副館 長に 提出 する 。使 用変 更承 認申 請に より 使用 料に 不足 があ る場 合は 、そ の使
用料 を納 めな けれ ばな らな い。 使用 料に 超過 が発 生し た場 合は 、当 該超 過分 は還 付し

前項の 有料 施設使 用変 更承認 申請 書は 、使用 変更 を希望 する 日の前 日ま でに提 出す

ない。
５

るも のと する 。ま た、 使用 変更 を希 望す る日 の範 囲に つい ては 、第 三項 によ り使 用承

前二項 の規 程によ る申 請があ った 場合 におい て、 適当と 認め 使用変 更を 承認す ると

認を受 けた 日から 三ヶ 月以内 とす る。
６

副館長 は、 第三項 およ び第六 項の 承認 に管理 上必 要な条 件を 付すこ とが できる 。

きは、 有料 施設使 用変 更承認 書（ 第八 号様式 ）を 交付す る。
７
（有料 施設 の利用 制限 ）

営利を 目的 とする 利用 又は営 利事 業を 援助す る利 用と認 めら れる場 合

次に定 める 場合は 、有 料施設 の利 用を 制限す るこ とがで きる 。

一

特定 の政 治活 動若 しく は宗 教活 動又 は これ らの 活 動と の関 連が ある と認 めら れる

第二十 八条

二

その他 副館 長が管 理上 支障が ある と認 める場 合

場合
三

第二節

そ の他施 設

利 用者の 遵守 事項

グルー プ研 修室、 ＡＶ コーナ ー及 びア トリエ の利 用につ いて は、別 に定 め

（グル ープ 研修室 、ア トリエ 等の 利用 ）
第二十 九条
る。

第六章
（遵守 事項 ）

六

五

四

三

二

一

情報館 の建 物内に おい ては、 情報 館資 料及び 施設 を撮影 しな いこと 。

携帯電 話は 、所定 の場 所以外 で利 用し ないこ と。

私物を 放置 したま ま、 退館又 は長 時間 の離席 をし ないこ と。

情報館 の建 物内に おい ては、 喫煙 しな いこと 。

飲食は 、所 定の場 所以 外でし ない こと 。

印刷物 、宣 伝ビラ 等を 配布し 、又 はこ れらを 掲示 しない こと 。

凶器、 爆発 物その 他危 険物を 持ち 込ま ないこ と。

利用者 は、 次の各 号に 掲げる 事項 を遵 守しな けれ ばなら ない 。

七

動物（盲導犬その 他副館長が特 に必要と認 めるも のを除く。 を
) 持ち込まな いこ

第三十 条

八

著 し く悪 臭 を 発 散 さ せ 、又 は 情 報 館 の 建物 内 そ の 他 の施 設 を ほ し い ま まに 占 拠

と。
九

前項の 規定 にかか わら ず、同 項第 二号 及び第 七号 に掲げ る事 項につ いて 、副館 長が

前各号 に掲 げるも のの ほか、 情報 館の 適正な 管理 に支障 を及 ぼさな いこ と。

し、利 用者 に嫌悪 の情 を催さ せる 等、 著しく 迷惑 をかけ る行 為をし ない こと。
十
２

そ の他

特に必 要と 認める とき はこの 限り でな い。

第七章
（弁償 ）

利用者 は、 情報館 資料 又は情 報機 器を 故意又 は過 失によ りき 損し、 又は 亡

前項に 規定 する情 報館 資料の 損害 は、 現物を もっ て弁償 する 。ただ し、 現物で の弁

を弁償 しな ければ なら ない。

失した 場合 は、速 やか に副館 長が 定め るき損 ・亡 失届を 提出 すると とも に、そ の損 害

第三十 一条

２

償が 困難 な場 合は 、同 等品 をも って 弁償 しな けれ ばな らな い。 また 、前 項に 規定 する
情報機 器の 損害は 、修 繕費用 の全 額負 担又は 同等 品をも って 弁償す る。

３

前二項 の規 定は、 第十 一条第 六項 にお ける図 書資 料の転 貸及 び第十 五条 の督促 に応

一面に つき 、十円

費用負 担の 額

この規 程に 定める もの のほか 、必 要な 事項は 、副 館長が 別に 定める 。

じなか った 場合に おい ても、 適用 され る。
（その 他）
第三十 二条

別表（ 第十 八条関 係）

複製の 種別
一 当 該複 製の作 成に 要する 費用 に相 当する 額
複 写 機に よ る 複 写 （単 色 刷 り で Ａ三 判 以 下 の 大き さ の普 通
紙に複 写し たもの に限 る）

一面に つき 、十円

複 写 機 によ る 複 写 （多 色 刷 りで Ａ 三 判 以下 の 大き さ の
一面に つき 、五十 円
普通紙 に複 写した もの に限る ）

三 マイ ク ロ フ ィ ルム の 用 紙 へ の複 写 （ 単 色 刷り で Ａ三 判
以下の 大き さの普 通紙 に複写 した もの に限る ）

一面に つき 、十円

二

四 プリ ン タ ー に よる 用 紙 へ の 出力 （ 単 色 刷 りで Ａ 三判 以
下の大 きさ の普通 紙に 出力し たも のに 限る）

一面に つき 、五十 円

一 から 五まで に掲 げるも の以 外の 複製

当該複製の作成に要
する費用に相当する
額

五 プリ ン タ ー に よる 用 紙 へ の 出力 （ 多 色 刷 りで Ａ 三判 以
下の大 きさ の普通 紙に 出力し たも のに 限る）

六

附則
この規 程は 、平成 十七 年十一 月三 日か ら施行 する 。ただ し、 第二十 六条 から第 二十
八条ま での 規程は 、平 成十七 年八 月一 日から 施行 する。
附則
この規 程は 平成十 七年 十一月 三日 から 施行す る。
附則
この規 程は 、平成 二十 年四月 一日 から 施行す る。
附則

この規 程は 、平成 二十 二年一 月一 日か ら施行 する 。
附則
この規 程は 、令和 二年 四月一 日か ら施 行する 。
附則
この規 程は 、令和 二年 五月十 九日 から 施行す る。
附則
この規 程は 、令和 二年 七月一 日か ら施 行する 。
附則
この規 程は 、令和 三年 四月二 十八 日か ら施行 する 。
附則
この規 程は 、令和 三年 六月一 日か ら施 行する 。
附則
この規 程は 、令和 四年 三月九 日か ら施 行する 。
附則
この規 程は 、令和 四年 六月一 日か ら施 行する 。

