
 

平成２１年度事業報告及び決算報告について 

 

①事業報告 

 （会議） 

   ア 理事会 

     第１回 期日 平成２１年５月１５日（金）  

         会場 県立図書館 会議室 

         内容 平成２０年度事業報告及び決算・監査報告について 

            平成２０年度各種委員会の報告について 

            平成２１年度役員について 

            平成２１年度事業計画及び予算（案）について 

     第２回 期日 平成２１年１１月１３日（金） 

会場 県立図書館 会議室 

内容 各地区協議会の活動報告について 

            国民読書年に向けた取組みについて 

協議会の運営、協議会内の連携協力を図るための情報交換等 

     第３回 期日 平成２２年３月１９日（金） 

         会場 県立図書館 会議室 

内容 平成２１年度事業報告及び決算（見込）報告について 

平成２２年度事業計画（案）について 

協議会の運営、協議会内の連携協力を図るための情報交換等 

イ 総会 

       期日 平成２１年５月１５日（金） 

       会場 県立図書館 本館地下１階 レクチャールーム 

       内容 第１回理事会に同じ 

 

（各種委員会等） 

   ア 各種委員会 

（ア）資料収集・保存委員会  

期日 第１回 平成２１年 ７月１６日（木） 

         第２回 平成２１年１０月１５日（木） 

         第３回 平成２２年 ２月 ４日（木） 

      内容 地域行政資料の収集について 

         相互貸借規程の見直しについて 

（イ）研修委員会 

      期日 第１回 平成２１年 ９月１７日（木） 

         第２回 平成２２年 ２月２５日（木） 

      内容 県協議会主催の研修会の企画検討 

 

 



（研修会） 

ア 館長等研修会 

期日 平成２１年５月１５日（金） 

会場 県立図書館 本館地下１階 レクチャールーム 

内容 講演 図書館法改正と図書館評価の今後 

     講師 慶應義塾大学教授 糸賀雅児 氏 

 

イ 職員研修会 

（ア）第１回 

期 日 平成２１年６月２９日（月） 

会 場 県立図書館 本館地下１階 レクチャールーム 

参加者 １１２名 

内 容  

・講演 

「グーグルブックスで本と出合う」 

        講師 佐藤 陽一 氏（グーグル(株)グーグルブック検索担当マネージャー） 

「図書館のサービス計画と図書館評価 

講師 三村 敦美 氏（座間市立図書館） 

・シンポジウム 

「図書館のサービス計画と図書館評価」 

        コーディネーター 三村 敦美 氏（座間市立図書館） 

        パネリスト    川島 久美子 氏（大野城市まどかぴあ図書館長） 

                 豊田 善正 氏（北九州市立中央図書館） 

                 東野 善男 氏（嘉麻市立図書館） 

                 谷口 政道 氏（福岡県立図書館） 

（イ）第２回 

      期 日 平成２２年２月８日（月） 

会 場 うきは市立図書館 

参加者 ４７名 

内 容 ・講演 

          「著作権法改正に伴う資料のデジタル化及び録音図書の取扱いについて」     

           講師 川西 晶大 氏（国立国会図書館） 

（共催事業） 

ア 福岡県読書推進大会（うきは市大会） 

      期  日 平成２１年１１月１４日（土） 

      会  場 うきは市民ホール 

      参加者数 約１５０名 

内  容 優良読書グループ表彰、講演会ほか 

                     

（刊行物） 

    ア 平成２１年度 福岡県公共図書館等概況 



収入の部収入の部収入の部収入の部 （単位：円）

費　　目 予算額 決算額 差引

県立 33,000 × 1 政令市 26,000 × 2

市町村立

22,000 × 4 20,000 × 13

18,000 × 8 16,000 × 1

15,000 × 7 13,000 × 7

11,000 × 14 9,000 × 10

助成金 23,300 23,300 0 県助成金

雑収入 727 947 220 預金利息等

繰越金 296,901 296,901 0

計 1,353,928 1,354,148 220

支出の部支出の部支出の部支出の部 （単位：円）

費　　目 予算額 決算額 差引

会議費会議費会議費会議費 80,000 55,177 24,823 役員会

事業費事業費事業費事業費 960,000 587,229 372,771

　研修会 500,000 281,475 218,525

　読書推進大会 100,000 100,000 0

各地区研修会等助成 180,000 60,000 120,000

各種委員会等 120,000 85,754 34,246

　地区協議会 60,000 60,000 0

印刷製本費印刷製本費印刷製本費印刷製本費 100,000 77,175 22,825

　図書館等概況 100,000 77,175 22,825

事務費事務費事務費事務費 60,000 56,734 3,266

　通信費 30,000 26,915 3,085

　消耗品費 30,000 29,819 181

負担金負担金負担金負担金 62,500 62,500 0

　全公図 42,500 42,500 0

　福史連 20,000 20,000 0

予備費予備費予備費予備費 91,428 0 91,428

計 1,353,928 838,815 515,113

check

（収入） 1,354,148 円

（支出） 838,815 円

515,333 円

②決算報告書

（次年度繰越金）

福岡県地方史研究連絡協議会

印刷製本代

振込手数料、切手代

用紙、文房具代

全国公共図書館協議会

館長等研修会、職員研修会

福岡県読書推進大会

研修委員会（2回）、資料収集委員会（3回）

各地区協議会事業運営費（＠1万×６地区）

摘　　　　　要

摘　　　　　要

福岡県公共図書館等協議会福岡県公共図書館等協議会福岡県公共図書館等協議会福岡県公共図書館等協議会
平成２１年度　決算報告書

1,033,000会　 費 1,033,000 0


