２. 沿

革

昭和４７年 ４月
８月
５４年 ６月
５７年 ２月
４月
８月
５８年 ４月
５９年１１月
６０年 ６月
７月
８月
１０月 １日
１０月 ９日
１０月１１日
１２月 １日
６１年 ６月
１０月
６２年 ７月
６３年 ３月
４月
平成 ２年 ４月
８月
１１月
４年 ３月
４月
５月
６月
５年１０月
６年１１月
７年 ３月
４月

７年 ９月 １日

８年 １月
３月
４月

・鹿島中央公民館新設
・図書室一般利用開始
・高松地区公民館新設 図書室利用開始
・町公民館研究集会において「図書環境の充実を求める決議文」採択
・波野地区公民館新設 図書室利用開始
・鹿島町読書団体連合会より，図書館建設の要望書が提出される。
・
『広報かしま』で図書館建設決定を周知。町民からの提案を募集
・
「鹿島町図書館建設基本構想案」作成（教委）
・起工式
・図書館条例施行
※職員３名
・図書館協議会設置条例施行
・図書館管理運営規則施行
・初代館長 高野文男就任（非常勤）
・開館記念式典
・開館／利用開始
・第１回図書館協議会開催／協議会委員任命（１０名）
※委員長／岡見信彦氏，副委員長／内野茂氏選任
・職員１名増員となる。
※館長１名，職員３→４名
・
『図書館ニュース』創刊
・豊郷地区公民館新設 図書室利用開始
・高野館長退任
・２代館長 明石圭右就任（非常勤）職員２名配属（うち町史編纂担当１名）
※館長１名，職員５名
・明石館長退任
・３代館長 塚本隆一就任（非常勤）
・鹿島地区公民館新設／図書コーナー利用開始
・塚本館長退任
・４代館長 岡見文彦就任
※社会教育課長（兼務）
・岡見館長兼務を解く
・５代館長 大久保正男就任（非常勤）
・パソコン通信（ＫＣＬネットワーク）開始
・幼児，小学生向けの広報誌「としょかんだより」創刊
・豊津地区公民館新設／配架資料利用開始
・大久保館長退任
・６代館長 木滝正雄就任
・教育メディア利用促進モデル市町村事業開始
・事業の一環として教育メディア利用促進委員会を設置
・旧鹿島町と旧大野村の編入合併により「鹿嶋市」誕生し市制施行する。これにより
「鹿嶋市立中央図書館」に名称変更，
「大野分館」を設置
・鹿嶋市立図書館設置及び管理に関する条例制定（9/1 施行）
・鹿嶋市立図書館管理運営規則制定（9/1 施行）
・鹿嶋市図書館協議会規則制定（9/1 施行）
・鹿嶋市視聴覚ライブラリー規則制定（9/1 施行）
・大野分館利用開始
・平井地区公民館新設／配架資料の利用開始
・教育ネットワーク（グループウェアソフトＮotes にて教委事務局，
市立小中学校，図書館のネットワーク）開始
・職員７名体制に配置
・潮騒はまなす公園ふれあいセンターにて，配架資料の利用開始
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９年 ４月
１０年 ４月

１１年 ３月
４月
５月
１２年 ３月２４日
４月 １日

１３年 ３月
４月
１４年 ３月
４月

７月
１０月
１５年 ４月

５月
６月
７月
１６年 ４月

５月
７月
１７年 １月
３月
４月

１８年 ３月
１８年 ４月

・７代館長 大川日出男就任
・小原松司分館長就任
・磯野義一分館長就任
・はまなす公民館新設（旧潮騒はまなす公園ふれあいセンター）
※図書コーナーの利用開始
・教育メディア利用促進モデル市町村事業終了
・
『図書館ニュース』休刊（通算１３５号）
・
『広報かしま』
（毎月１日号）に「みんなの図書館」連載開始
・鹿嶋市立図書館設置及び管理に関する条例一部改正（4/1 施行）
・８代館長 磯山昌俊就任
・鉢形地区公民館新設
※図書コーナーの利用開始
・鹿嶋市視聴覚教育推進委員会規則制定（4/1 施行） ※委員委嘱（任期２年）
・国の少子化対策臨時特別交付金を受け，図書館児童コーナー整備事業により，館内
の一部を「えほんのもり」にリニューアル
・９代館長 児山博就任
※教育総務課長（兼務）
・視聴覚教育推進委員会委員任期満了。新委員は委嘱せず，実質的に１期のみの活動
で休止となる
・鹿嶋市立図書館嘱託員設置規則制定（4/1 施行）
・職員が８名体制（再任用職員１名を含む）となり，うち１名が大野分館勤務の専任
職員となる
・１０代館長 木滝正雄就任
・君和田一之助分館長就任（９月３０日まで）
・組織改正により教育総務課の出先機関から「課」扱いの組織に改編。併せて館長
補佐職を新設。
・磯山昌俊分館長就任
・１１代館長 木滝一彦就任
・木滝正雄分館長就任
・ホームページのリニューアル（文部科学省地域貢献特別支援事業費による茨城県図
書館協会における電子的コンテンツ形成支援事業採択により）
・ブック・アンド・ベビー事業開始
・平成１５年度鹿嶋市立図書館ボランティア要綱制定（5/20 施行）
・図書館ボランティア活動開始
※初期登録者５名
・緊急雇用創出基金事業による郷土資料の書誌整備の実施（7/10～9/30）
・１２代館長 大槻茂就任
※分館長（兼務）
・図書館運営経費・サービスの見直しにより，市職員を減数し，嘱託員を増員（１名
→４名）
・大野分館の専任職員をなくし，中央図書館の職員(嘱託含む)が兼務
・鹿嶋市ホームページのリニューアルに伴い，図書館トップページのスタイル変更
・緊急雇用創出基金事業による郷土資料の書誌整備の実施（4/13～10/7）
・所蔵資料のＭＡＲＣ作成（文部科学省地域貢献特別支援事業費による茨城県図書館
協会における電子的コンテンツ形成支援事業採択により）
・有料新聞記事データベースの加入（1 紙）
・郷土・行政関係新聞記事データベース作成事業の開始（5/21）
・ＷＥＢ－ＯＰＡＣ（蔵書検索）サービスの開始（5/28）
・メールマガジン配信事業の開始（Weekly 7/7，Monthly 7/10）
・緊急雇用創出基金事業による郷土資料の書誌整備の実施（1/5～3/31）
・茨城県図書館情報ネットワークに参加（3/1）
・１３代館長 内野安彦就任
※分館長（兼務）
・郷土・行政関係新聞記事データーベース作成事業中止，メールマガジン（Weekly
版）の配信中止
・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の受賞（4/23）
・
「鹿嶋市子ども読書推進計画」策定
・１４代館長 風間和秀就任
※分館長（兼務）
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８月
１２月
１９年 ７月
１２月
２０年 ３月
２０年 ３月
４月
１０月
２１年 ４月
５月
１０月
２２年 ２月
４月
９月
１０月
２３年 ２月
３月

４月
５月
９月
１０月
２４年 ３月
４月
５月

６月
１０月
２５年 ２月
３月
９月
２６年 ９月
１０月

２７年１０月
１１月
２８年 ２月
３月
４月
２９年 ４月
６月

・ブックスタート事業開始
・学校図書館協議会開催
・中央図書館とオンラインで結び，鹿嶋市立波野小学校の学校図書館が開館
・書架を購入して，車庫に閉架書架を増設
・ホームページをリニューアルして開設，それに伴いメールマガジン
（Monthly 版）配信中止
・インターネット予約の受付開始
・インターネット予約開始
・屋根の全面改修工事（１０月２５日～1 月３０日）
・鹿嶋市立三笠小学校，大同西小学校の学校図書館が開館
・祝日開館（月曜日を除く）を開始
・図書利用カード作成年齢の変更（４歳児からを０歳児に変更）
・空調用ポンプ交換工事（５月２９日～７月２７日）
・鹿嶋市立高松小学校学校図書館が開館
・AV 資料の貸出し期間変更（８日間を１５日間に変更）
・１５代館長 石津太一就任
※分館長（兼務）
・大野分館開館の準備を委託 （緊急雇用補助金対応）
Ｈ２２．９．３～Ｈ２３．３．３１
・鹿嶋市立中野東小学校学校図書館が開館
・鹿嶋市立平井小学校学校図書館開館
・大野分館嘱託職員採用 ５名
・東日本大震災発生（３／１１ 午後２時４６分）
中央図書館２万冊落下，大野分館３万冊落下
・中央図書館嘱託職員採用 １名
・大野ふれあいセンター（愛称）竣工式（４／２９）
・大野分館リニューアル開館（５／１）
大野分館に再任用職員１名，嘱託職員４名を配置
・鹿嶋市立中野西小学校図書館が開館
・鹿嶋市立鹿島小学校図書館が開館
・鹿嶋市立図書館設置及び管理に関する条例の一部を改正（図書館協議会第６条）
（平成 24 年 4 月 1 日施行）
・第１６代館長 佐藤由起子就任 ※分館長（兼務）
・かしま子育てねっと配信事業の開始
・鹿嶋っ子育成課と連携して鹿嶋市学校図書館年間利用計画に基づき，小学校へ図書
支援を開始
・図書館システム更新に伴いオーパックからの予約を開始
・LED 照明器具交換工事（館内の天井部分と会議室及び視聴覚室）
・大同東小学校，豊津小学校，豊郷小学校学校図書館が開館
・鉢形小学校学校図書館が開館
・鹿嶋市立中央図書館広告掲載要綱制定（雑誌スポンサー制度等）
・防犯カメラを設置 鹿嶋市立中央図書館（５基）
，大野分館（２基）
・高松中学校，学校図書館が開館
・Web サーバー切り替えによる，ホームページリニューアル
・図書館創立から３０年経過。記念事業として
図書館フォーラム，電子書籍・電子図書館体験フェアを実施
・鹿野中学校，平井中学校学校図書館が開館
・中央図書館開館３０周年記念事業「第３０回図書館まつり」開催
・中央図書館開館３０周年記念事業 W 講演会開催
・中央図書館トイレ改修工事実施（洋式化・オストメイト対応トイレ）
・レファレンス室をパソコン利用可能に変更する
・中央図書館嘱託職員採用 ２名
・第１７代館長 菊本義人就任 ※分館長（兼務）
・中央図書館嘱託職員採用 ２名 大野分館に再任用職員１名，嘱託職員２名採用
・公共図書館及び学校図書館に新図書館情報システム稼動
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