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1 基本方針と重点、目標

1 基本方針

「生涯学習」の揚を提供するとともに、社会の変化に苅応する多療な資料・

情報を収集して、広く市民の知識と毅震を高め、教育・文化の向上と発展に努

める。

2 重点目標

(1 )図書館総合情報システムの挺進とサービスの向上

①インターネット予約 ・館内利用者端末予約を推進する。

②資料の電子化に努め、機能向上を図る。

(2)蔵書の活用

計画的に選奮をし、新刊書摺備に努め、新鮮で魅力的な蔵書の充実を図る。

同時に既容の蔵書及び寄贈図書の膏殉活用を図る。

(3)読書の准進

すべての市民が読書の機会を得られるよう、創意工夫とPRに努め、読書

に親レむ機会づくりに努める。図書館ででさることの幅を広げ、市民の役に

立つ図書館を邑指す。

①I也I或社会との連携

②学校及び教育施設との連携

③県内図書館との連箆

④各種行事の活用

⑤読書推進PR

(4)分館との協力

伊蔽宏、吉記念図書館・市浦分館と連携を図り、地域格差のない図書館サー

ビスを市民に提供し、利用促進に努める。
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2 資料収集方針

平成18年 1月11日制定

平成26年4月 1日一部修正

第1 目的

この資料収集方針は、五所川原市立図書館の資料収集に関して必要な方針および選定基

準を定めることを目的とする。

第2 基本方針

1 公立図書館は、法に定められだ市民の「知る自由」を保証するだめ、市民が必要とす

る知的要求に応える多様な資料を豊富に備えるものとする。

2 図書館法に基づき、市民の「教養、調査研究、楽しみ等」のだめの資料を、幅広く集

めるちのとする。

3 市民の資料要求と関leJ¥および地鼠社会の実情を反映させ、計画的に集めるものとする。

第3 収集資料の種類

収集する資料の種類は、次のとおりとする。

(1 )図書

(2)逐次刊行物(雑誌類〉

(3)郷土資料〈主として五所川原市および青森県に関する資料〉

(4)太宰治資料

(5)その他〈上記の形態以外の資料)

第4 選定基準

資料選定にあたっては、次の点に注意する。

(1 )各分野における基本的資料を広く収集する。

(2) 社会的評価の高いもの、広く関I~\をよんでいるちの、将来的な資料として価値が高

く、 i呆容を必要とするちのは積極的に収集する。

(3)公序良俗に反するもの、個人のプライバシーを慢すちの、青少年に有害なもの、学

習参考書、試験問題集等は収集しない。

(4)郷土資料のうち、五所川原市に関する資料は形式にとらわれずにもれなく収集する。

(5)大活字本は、積領的に収集する。

(6)漫画は、社会的評価と児童への影響などを慎重に償討した上で収集する。

(7)苅立する意見のある問題事象については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集

する。

(8)著者の思想、宗教、党派等の立露にとらわれてその資料を排除することなく、公平

で幅広い視野を持って収集する。

(9)個人的な関1eJ¥や好みによる資料の選択を行わない。

第5 資料選択の方法等

(1 )資料選択は、図書館蹴員全員が行う。

(2)収集する資料の選定は、毎週木曜日に「資料選定会議」を行い、図書館長が決定す

る。

第6 その他

よ記以外の事自に関しては、協議の上決定するちのとする。
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3 施設概要

名称

住所

寄贈者

構造

建築面積

延床面積

施設内容

工期

関館

名称

住所

寄贈者

構造

延床面積

施設内容

開館

名称

住所

構造

延床面積

五所川原市立図書館

五所川原市字栄町11 9番地

東京ビルデイング株式会社

鉄筋コンクリー卜 2階建

688. 65rrl 

1. 1 61. 50m 
1階 一般閲覧室、児童間覧室、ロビー、 書庫、多目的トイレ

2階閲覧室、視隠覚室、ロビー、事務室

昭和51年 10月~昭和52年3月

昭和52年7月20日

伊藤忠吉記怠図書館

五所川原市金木町芦野345-12

伊孫忠吉

鉄筋コンクリート 1階建

377. 92rrl 
1階 一般閲覧室、ロビー、書庫、事務室

平成16年 10月15日

市浦分館

五所川原市相内349-1
木造

60rri 
施設形態複合施設

名称 五所川原市市浦総合支所

開館 平成17年3月28日
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4 五所川原市立図書館協議会

定叙15人任期平成25年4月1日から平成27年3月31日

協議会委員名簿

福多一彦

石岡勇一

青山久子

泉谷佳子

大槻利子

尾崎淳一

宮西彩子

木村良悦

楠美和子

坂本徹

樫井京子

奈良陽子

成田和子

成田よし子

三和千明
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5 蔵書統計

1 年間受入資料数〈平成25年4月1日から平成26年3局3'1日まで〉

区分 間入 寄贈 リ¥3十 除籍 計

本館 866 1.767 2:633 2.826 l:!，.193' 

伊蕗忠吉 69 5.495 5.564 36 5.528 

市浦 98 322 420 30 390 

1.033 7.584 8.617 2.892 5.725 

2 分類別蔵書数(平成26年3月31日現在〉

0類 1類 2頬 3類 4類

総記 哲学 歴史 社会科学 自黙科学

，本館 3.584 2.232 7.868 12.873 3.820 

伊藤忠舌 854 523 3.192 1.414 313 

市浦 455 82 73.6 541 80 

E十 4.893 2.837 11.796 14.828 4.213 

3 視隠覚資料室長(平成26年3月31日現在〉

DVD CD・ROM CD JJ~ ， トテ-]' レコード

本館 208 124 41 21 

伊跨忠舌 79 11 2 。 。
市浦 42 4 。 。
計 329 139 44 21 

4 蔵書叡縫移

年度 20  21 22 23 24 

本館 99.371 99.457 100.407 99.176 101:697 

IJl穏忠告 13.081 13.522 14.158 14.981 20:331 

市浦 3.636 3.913 4.081 4.450 4.741 

百十 i 16:088 116;892 11.8.646 118‘60ア 126.769 

5類

接ilf¥i

4.762 

559 

136 

5.457 

ピデコヲ

3 

。
3 

6 

25 

101.504 

25.859 

5.131 

132.494 

ー_r:._u 

6類

産襲

2.446 

19，2 

69 

2.707 

刀ルタ

。
。

7類 8類

芸術 さEコE1E2口5 

8.747 1.146 

4.519 139 

326 49 

13:592 1.334 

トランフ

。
。
1 

9類 児童 計

文学

29.663 24.363 101.504 

10.427 3.727 25.859 

1.546 1.111 5.131 

41.636 宮9.201 132.494 



6 利用統計 〈平成25年度実績〉

1 分類別貸出冊数 (冊)
O:J! 1類 2穎 3鎖 4{l! 5~ 6主B 7~貢 8~ 9~ 

兜塗 !t 
~~&è 哲学 歴史 役会籾学 自然利学 民1必 穫祭 主芸術 言ftni 文学

本fiU 645 1.930 2.391 3.008 2.515 9.366 1.778 3.034 386 28.047 32.231 85.331 

伊S喜怒苔 32 145 170 220 103 350 63 208 20 2.830 2.506 6.647 

市長自 4 4 16 18 5 13 4 39 4 301 528 936 

針 681 2.079 2.577 3.246 2.623 9.729 1.845 3.281 410 31.178 35.265 92.914 

2 貸出冊叡及び貸出者毅
箆出問主主(岡) 箆出番恕(人)

一般 生徒 児童 E十 一路 生徒 児童 計

本館 65.996 2.305 17.030 85.331 17.404 720 2.952 21.076 

伊緩忠芭 5.264 71 1.312 6.647 1.397 26 321 1.744 

市;i!i 423 。513 936 206 。109 315 

At 171.豆宣之12.376 118.855 192.914 19.007 746 3.382 23.135 

4 登録者鍛(人〉
一盤 主佳 兜霊 計

4'!m 5.619 1.175 1.212 8.仁氾6

伊E喜怒き 478 248 154 880 

市浦 63 4 23 90 
2十 6.160 1.427 1.389 8.976 

J" y)~倹紫lキ凱

ハ.'})')予約l牛鼠

借婚後紫{牛制

限初予的l牛劉

担
一
割

仲
T
一
時
T

繁
一
約

俊
一
予

釆
一
宋

硝
一
端

索
一
索

俊
一
段

内
一
内

館
一
館

7 その他(件〉
予約 3.457 

文猷複写 2.321 

参宅~~実務 495 

i.!3Ei貸借 f~怠~旦~ 810 

貸出 35 
県立協力周囲5!笛安 6.765 
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7 平成25年度ベストリーダー

一般書(文学)

順位 書 名 著編者名 出版者 分類記号 利用回数

1位 汚れちまった道 内田康夫 祥伝社 913 55 

2{立 望郷 湊かなえ 文饗春秋 913 40 

3位 永遠のo 百田尚樹 講談社 913 38 

4i:立 1Q84 BOOK1 村上春樹 新潮社 913 34 

4{立 真夏の方程式 東野圭吾 文護春秋 913 34 

5位 64 横山秀夫 文墾春秋 913 33 

5位 虚像の道化師 東野圭吾 文義春秋 913 33 

5位 ナミヤ雑貨庖の奇蹟 東野圭吾 角川書庖 913 33 

一般書(文学以外)

順位 書 名 著編者名 出版者 分類記号 利用回数

1位 人生がときめく片づけの廃法 2 近藤麻理恵 サンマーク出版 597 24 

1位 新検査のすべてがわかる本 矢富裕 時事通信出版局 492 24 

3位 仕事も人間関係も『すペで面倒くさいJと思ったとき箆む本 石原加受子 中経出版 146 23 

3位 みよこ先生の心が街れそうな時に読む105のヒントと6の妓 みよこ 主婦と生活社 147 23 

5位 医者に殺されない47の心得 近藤誠 アスコム 490 22 

5位 いも・くり・かぼちゃのスイーツ 信太康代 ブティック社 596 22 

郷土資料

1位 奇跡のリンゴ 石川拓治 幻冬舎 625 22 

2位 あおもりの漬物続 青森県農業改良普及会 596 20 

3位 うちの1¥、')チヤ 山田スイッチ 山田スイッチ社 914 19 

4{立 青森たび歩きの達人 泰斗舎 泰斗舎 596 18 

4位 青森県謎解き散歩 盛田稔 新人物往来社 291 18 

5位 最後のイタコ 松田広子 扶桑社 387 17 

児童書

順位 室'"・主 名 著編者名 出版者 分類記号 利用回数

1位 ミッケ! 8 ウォ}~9-. ウィック 小学館 E 38 

2位 かいけつゾロリたべるぜ!大ぐいせんしゅけん 原ゆたか ポプラ社 913 33 

3i，立 ウサコレフレンズイチゴにんぎょをさがせ! 学研 E 32 

4i，立 ウサコレフレンズイチゴウサギをさがせ! 学研 E 31 

4{立 かいけつゾロリたべられる I I 原ゆたか ポプラ社 913 31 

4位 チャレンジミッケ! 5 ウォJレ9ー・ウィック 小学館 E 31 

5位 かいけつゾロリつかまる 原ゆたか ポプラ社 913 29 

5イ主 かいけつゾロリとまほうのへや 原ゆたか ポプラ社 913 29 
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8 平成26年度受入新聞 ・雑誌一覧

新聞
新 間 名 備 考

1東奥田報 昭和48年1月~原紙製本保存

2東奥田報 CD-ROM 平成17年9月~所蔵

3朝日新聞 1年保存

4日刊スポーツ 1年保存

5日本経済新聞 1年保存

6毎日新聞 1年保存

7陸奥新報 1年保存

8読売新聞 1年保存

9福島民報 1年保存

10 福島民友 1年保存

雑誌
定期購読

誌 名 刊行頻度

llESSE 月刊

2おひさま 隔月刊

3オレンジページ 月2回

4暮しの手帖 隔月刊

5趣味の園芸 月刊

6すてきにハンドメイド 月刊

7日経PC21 月刊

8ふい~らあ 月初j

寄贈

誌名 刊行頻度

1あおもり農業 月刊

2家の光 月刊

31AUTO CANPER 月刊

4薬のチェックは命のチェック 月刊

5月刊新医療 月刊

6健康365 月刊

7建設業界 月干IJ

8国立国会図書館 月報 月刊

91SCREEN 月刊

10 ダ・ヴインチ 月刊

11 ちくま 月刊

12 日経ウーマン 月刊

13 日経ビジネス 週刊

14 俳句界 週刊

15 Fishing Cafe 季刊

16 武道 月刊

17 文事春秋 月刊

lB ホリデーオート 月刊

19 MAMOR 月刊

20 作、Inl 月刊

21 LA MER 月刊

22 LEE 月刊

23 レコード芸術 月干IJ
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9 平成25年度事業実績

平成25年4月23 日(火)~5月 12 日(日) こどもの読書週間まつり開催
?①4月2'3日(火)"-J 5月12日〈日〉 特別展示と貸出

五所川原市立図書館テーマ「モンスター」
伊藤忠吉記怠図書館 テーマ「ディズ二一ファンタジーJ

②4月28日(日〉 わくわくおはなし会

よみきかせ、パネルシアター、おりがみ
製作を行った。
(8名参加〉

③4月27日(土)五所川原市立図書館、 5月11日 〈土〉伊務忠吉記念図書館
図書館探検&お仕事体験

図書館の仕事を体験してもらい、
図書館や本を身近に感じてもら
えるよう企画・実施した。
(1 2名参加)

④5月11日(土) つがるのむがしっこしかヘるどお

むがしっこを語る会「ゆきん子」のみなさん
による津軽のむがしがたりを開催した。
(6名参加)
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平成25年9月8日(日) rかでで」に「あおぞらとしよかんJとして参加

図書館PRと貸出を行った。

平成25年9月25日(水) ちっちゃな子のための英語で絵本のよみきかせ

五所川原第一中学校2年生の
賊揚体験学習の一環として、
習った漢語を活かしてよみきかせ
を行った。

平成25年10月17日(木) 西北地区図書委員会訪問

西北地区高校図書委員44名が
来館。館内案内 ・仕事についての
講演を行つだ。

平成25年10月18日・22日 市内小中学校希望校配本
小学枝 1 1校 (2，500冊〉、中学校 1校 (200間〉
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平成25年10月30日〈水)'"'-' 11月8日(金) 読書週間展示 ・行事開催
①展示と貸出 10月30日〈水)'"'-'1 1月8日〈金〉

五所川原市立図書館 テーマ「五所川原ゆかりの力士たちJ
伊藤忠吉記念図書館テーマ「ザ・時代劇」
市;荷分館 テーマ「ザ・西部劇」

②本のリサイクル
寄贈本等を希望者に差レ上げた
五所川原 1 1月2日'"'-'4日
伊藤忠吉記念図書館 10月30日'"'-'11月8日の開館日
市浦分館 1 1月2日くふるさとまつり会場にて〉

③1 1月2日(土)五所川原市立図書館、 9日(土〉伊隠忠吉記怠図書館
図書館探機&お仕事体験 (5名参加〉

平成25年12月25日(水) クリスマス会
クリスマスにちなんだよみきかせとブラックパネルシアターを行った。

平成26年1月4日(土) としよかん，5¥くぷくろ
.: 

0歳から小学6年生までの r，5¥くぷくろ」
を30袋用意した。どんな本が入ってい
るかは借りてからのお楽しみ。
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平成26年1月12日〈白〉親子で楽しむこぎん刺し
図書館にあるこぎん刺しの本から図案を選び、講師の方に指導いただきながら
親子でしおりを製作しだ

V 

五所川原おはなし「ぽぽんたJによるおはなし会と職員によるブックトーク
毎月第3土曜日(8月・ 1月を隙く)13:30から

3月で149回の開催となった。

1 0回開催
190名参加

むがしっこを語る会「ゆきん子Jによる昔語りとわらべうた
6月より毎月第4土曜日(12月を除く)13:30から

-13-

津軽のむがしっこやわらべうだを
廊かせてくださつだ。

9回開催
44名参加



職員によるだっこでいっしょおはなし会
6月より毎月第2土曜日10:30から

当館独自のブックスタート事業
として、 0歳から3歳までのお
子さんと保護者の方対象のよみ
きかせ、手あそび、わらべうた、
フックトークなどのプログラム
を行った。

1 0回開催

134名参加

出張貸出 (3歳児健診、 エンゼル栂談、子育て支援センター、北辰大学、
マタニティ教室、かでで、 おはなしフェスティ J~ル〉

図書館がいろいろな揚に出向いて、
市民の方とお話ししながら、本や
図書館に対しての要望を感じ取り、
今後どのように読書普及に取り組
んでいくかを考える貴重な揚面と
なっている。

339人
1，284間貸出

インターンシッブ ・男学受入 1 2件 132名受入
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学校図書館支援サービス

ピフォ一
実施校
実施綴
実施校

実施校

図書室整備支援
希望テーマ図書配本
フィルムコート講習

読書集会でのおはなし

活字による読書が困難な方へのサービス

テーマ展示

タフア
3絞
3校のべ4件
2校

1校

活字による読書が困難な方を対象に利用
される方の要望に沿ったサービスを実施
した。

プライベート録音 2件
デイジー図書製作 1件
ブレクストーク操作講習 6回
広報ごしょがわらデジタル変換 1 1回

室

面

童

壁

児

を

と

料
一

。資

。

ピ
る
る
る

口
い
す
い

え
て
関
て

替
し
に
し

を
出
等
出

マ
貸
事
貸

一
・
時

・

一ア
一部
・一
郡

月
展
節
展

毎
に
季
に
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1 0 平成26年度事業計画

月 事 業 名 期 日 開催場所

五所川原おはなしぽぽんたさんのおはなし会 錫1'1i1.':::土暖臼(8，1}'1を除<> 五所川原市立図書館

「だっこでいっしょおはなし会J(職員による) 毎月第二土曜日 五所川原市立図書館

津軽の「むがしつこjをきこう 毎月気回土曜白(6月より} 五所川原市立図書館

館内テーマ展示 毎月 1日 ロビー、児童室

インターンシップ・体験学習・見学受入 随時 五所川原市立図書館

マタニティ教室へ貸出 開催時 保健センター五所川原

通 エンゼル相談へ貸出 毎月 1回 3ヶ所 保健センター(五所、金木、市浦)

=歳児健診へ貸出 毎月 1回 保健センター五所川原

子育て支援センターへ貸出 毎月 1回 市浦アトム保育園、金木保育所

年 北辰大学へ貸出 大学開催時 五所川原市中央公民館

市内イベント等へ出張貸出 随時

学校図書館への各種サービス 随時 希望校

活字による読書が困難な方へのサービス 随時 五所川原市立図書館

「五所川原市の地名j刊行事業 五所川原市立図書館

(新)貸出限度冊数増・雑誌予約可能 4月1日より

(新)新着メール配信サービス 6月下旬より

(新)太宰治資料移管 5月中 本館から金木分館へ

4子どもの読書週間特別展示「しかlナ絵本展J 4月23日-5月11日 五所川原市立図書館、伊藤忠吉記念図書鎗

市内小・中学校配本(1回目) 24、25日 市内配本希望小中学校

5図書館探検&お仕事体験 3日 五所川原市立図書館

図書館探検&お仕事体験 10日 伊藤忠吉記念図書館

図書館の本でやってみた!Vol.1 fビーズでつくるJ 5日 五所川原市立図書館

(新)国立国会図書館「デジタル化資料送信サービスj提供開始 20日 五所川原市立図書館

五所川原市立図書館協議会 20日 五所川原市立図書館

6環境月間特別展示(県環境生活部共同行動) 1日""'29日 五所川原市立図書館

(新)走れメロス!読書マラソン 1日""'8月31日 五所川原市立図書館、j'i事忽音記念図書館

{新)太宰治生誕祭特別展示 1日'""22日 伊藤忠吉記念図書館

蔵書点検 16日-19日 全館

7雑誌リサイクル 25、26日 五所川原市立図書館

図書館でこわ~いはなし(子ども向け・大人向け) 25、26日 五所川原市立図書館

子どもの森読書会へ貸出 7月下旬

10 市内小倉中学校配本(2回目) 未定 .市内配本希望小中学校

読書週間(特別展示または行事開催) 10月23日.......11月9日五所川原市立図書館

11 図書館の本でやってみた!Vol.2rクリスマスかざりづくりJ 29日 五所川原市立図書館

12 クリスマス会 未定 五所川原市立図書館

1あおもり冬の読書週間(行事開催) 1月上旬 五所川原市立図書館

21f五所川原市の地名J刊行 2月下旬
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1 1 沿革

<五所川原市立図書館>

昭和41年 4月 1 8 

昭和48年

昭和49年 1月

1 2月

昭和51年 10月

昭和52年 7月 1日

昭和52年 7月20日

昭和54年

昭和55年 9月

昭和56年 11月

平成 3年

平成 4年

平成 8年 3月

平成 9年 6月

7月

平成10年 2月

1 2月

1 2月

平成11年

平成13年

平成14年 4月

平成15年 2月

4月

平成16年

平成17年 3月28日

平成18年 2月

平成18年 4月

五所川原市立図書館創立(蔵書室長約2.700冊〉
ロータリークラブ、婦人会、 農協、医師会、商工会議所、

公民館分館等民間の文化団体を網羅した献本運動実行

委員会を組織し書籍集めを開始

第 1回献本運動関始

第2回献本運動実施

五所川原市立図書館建設着工

五所川原市立図書館竣工

五所川原市立図書館関館

ライオンズクラブ15周年記怠事業の一環としてレリ

ーフ巧芸画百点寄贈。ライオンズギャラリー関設

レリーフ巧芸画のうち44点を中央公民館ヘ移管

身体障害者への配本サービス開始

読書週間の展示開始

本のリサイクル開始

青森県図書館情報ネッ トワークシステム稼動

市内小学校〈希望綴ヘ年2回〉配本開始

レリーフ巧芸画のうち3点を秘書室ヘ移管

図書館大規模改造事業〈書庫改造2階床80nii曽床、窓

枠等改修工事、身体障害者用トイレ設置〉。

図書館大規模改造事業(暖房改修、冷房設置工事、ブラ

インド取付〉

はるにれ文庫 (/~\を癒す本コーナー〉新設

図書館電算化に向け準備作業〈バーコード貼付等〉開始

緊急地域雇用創出対策事業により図書館総合情報シス

テム化事業に着手

冬時間廃lt及び開館B春闘を延長

五所川原市役所公式ホームページ開設に伴い、図書館の

施設案内及び新着図書等の紹介を開始

一部祝日開館(祝日をさむ三連体時〉の開始

利用者用インターネット端末設置

五所川原市、金木町、市浦村三市町村合併により、五所

川原市立図書館に、伊競忠吉記念図書館と市浦分館を設

置。

CD-ROM閲覧縞末設置

マタニティ毅室出張貸出関始
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平成19年 3月6日

5月

7月18B

平成20年 4月

1 1月

平成21年 1月

3月

4月

4月

5月

5月

6月

1 0月

1 1月

平成22年 7月

平成23年 4月

""'24年 3月

平成23年11月

"'-'24年 3月

3月16日

平成24年 4月

平成25年 4月

平成25年 6月

6月

6月

平成26年 5月20日

図書館総合情報システム稼動 (3館館内業務、ホームペ

ージ〉

中学絞配本開始

Web予約開始 (J'¥ソコン、携帯電話〉

乳幼児健診 (1歳6か月児)出張貸出開始

工ンゼル相談出張貸出 (五所川原・金木)開始

利用者用インターネット端末 (1台〉歴史民俗資料館よ

り移設

エンゼル相談出張貸出(市浦〉開始

アスベスト隙去工事

ホームページトップページ等大幅リニューアル

乳幼児健診 (3歳児に蛮更〉出張貸出開始

高齢者大学(北辰、ひぱの樹、考〉出張貸出開始

学校図書室整備相談受付開始〈中央小、栄JJ¥) 

保育所 ・初稚園配本試行

産業まつり初出張貸出

屋上防水改修工事実施

学校図書室装備講習初開催〈栄JJ¥) 

ごしょがわらおはなレフェスティパル初出張貸出

ティ ーンズコーナー新設

「かでで」初参加

資料及び目録整備事業〈緊急雇用創出対策事業〉実施

図書館環境整備事業(トイレ修繕、外壁工事、館内外

修繕、書架等備品購入、貴重資料デジタル化、図書館シ

ステム更新3月 16日稼動〉実施

広報ごしょがわらデジタル化事業〈緊急雇用創出苅策事

業)実施

ホームページリニューアル

対面朗読開始

平成25年度子どちの読書活動優悉実践図書館文部科学

大臣表彰受賞

だっこでいっしょおはなし会の開催〈新規)(毎月第2
土曜日午前10:30から〉

津軽のむがしっこをきこうの開催〈新規)(毎月第4土

曜日午前10:30から)(fゆきん子Jによるボランテ

ィア〉

「五所川原市の地名J刊行事業開始〈新規〉

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス提供開始
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<伊藤忠吉記怠図書館>

平成16年 10月 1日

平成16年 10月15日

平成17年 3月28日

平成21年 8月 7日

<市浦分館>

伊膝忠吉記怠図書館創設

伊膝忠吉記意図書館関館

市町村合併により分館となる

定期おはなし会の開始〈毎月第1金曜日午後48奇から

「おはなしサークルすすめっこ」によるボランティア〉

平成17年 3月28日 五所川原市立図書館市浦分館創立〈市浦庁舎内)
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1 2 条例・規則

0五所川原市立図書館設置条例

平成 17年3月28日五所川原市条例第89号

改正

平成 17年9月30日五所川原市条例第216号

平成24年3月16日五所川原市条例第1.0号

五所川原市立図書館設置条例

〈設置〉

第1条図書館法〈昭和 25年法律第 118号。以下「法」という。〉第 10条の規定

に基づき、五所川原市立図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条五所川原市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所川原市立図書館

位置

五所川原市字栄町 119番地

〈分館〉

第3条 五所川原市立図書館〈以下「図書館Jという。〉に分館を置き、名称及び位置

は、次のとおりとする。

館分

都

浦

河

升

市

有て
一館
一
館

一霊日一室田

一
図
一
図

-
4
8
一
-v-

一
記
一
市

一吉

一原

一忠

一川

一
勝
一
所

一
賢

一
E

| 位置

|五所川原市金木町芦野345番地 12

|五所川原市相内 349番地1

(賊員〉

第4条図書館に館長その他l必要な職員を置く。

(図書館協議会〉

第5条 法第 14条第1項の規定に基づき、五所川原市立図書館協議会(以下「協議会」

という。〉 を置く。

〈委員の定数及び任期)

第6条 協議会の委員の定叙は 15人とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠

けた揚合における補欠委員の任期は、前任蓄の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任命を解くことができる。

(委員長及び副委員長〉

第7条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理レ、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、叉は委員長が欠けだとき

は、その職務を代理する。
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〔会議う

第8条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をちって決レ、可否同鍛のときは、議長の決す

るところによる。

〈委任〉

第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、毅育委

員会規則で定める。

附則

この条例は、平成 17年3月28日から施行する。

附則(平成 17年9月30日五所川原市条例第 216号〉

この条例は、公布の日から施行する。

附則〈平成 24年3月 16日五所川原市条例第 10号〉

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

0五所川原市立図書館設置条例施行規則

平成17年3月 28日五所川原市教育委員会規則第22号

改正

平成17年9月30巴五所川原市教育委員会規則第41号

平成24年 11月22日五所川原市毅育委員会規則第3号

五所川原市立図書館設置条例施行規則

〈趣旨〉

第 1条 この規則は、五所川原市立図書館設置条例〈平成 17年五所川原市条例第89
号。以下「条例」という。〉第9条の規定に基づき、五所川原市立図書館(以下「図

書館」という。〉の管理運営に関し~要な事演を定めるちのとする。

〈事業〉

第2条図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1 ) 図書、記録、郷土資料その他必要な資料(以下「図書館資料Jという。〉の収集、

整理、 i呆寄及び利用に関すること。

(2) 図書館資料利用のための調査、相談に関すること。

(3) 他の図書館等と協力し、図書館資料の相互貸借に関すること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 読書固体の育成及び活動支援に関すること。

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

(8) 前各号に掲げるちののほか、図書館の目的達成のため必要な事業に関すること。

〈開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。疋だし、教育委員会が特に必要があ

ると認めたときは、これを変更することができる。
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名称 関館時間

五所川原市立図書館 午前9時30分から午後6時まで く日曜日、 土曜日及び次

条第2項の規定による臨時に開館する日は、午前9時30
分から午後5時まで〉

伊藤忠吉記怠図書館 午前9時30分から午後5時まで

五所川原市立図書館市 午前9時30分から午後5時まで

j甫分館

第4条図書館の休館白は、次のとおりとする。

( 1 ) 五所川原市立図書館

ア 月曜日 くその日が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〈以下 ii本日Jという。)に当だるときは、その直後の休日でない日〉

イ 12月29白から翌年の1月3日まで

ウ 図書整理日〈毎月第3木曜日。ただし、その白が休日に当たるときは、その直後の

休日でない日〉

工蔵書点検期間 (6月中の 10日間以内〉

(2) 伊膝忠吉記怠図書館

ア休日

イ月曜日

ウ 1 2月29日から翌年の1月3日まで

工 図書整理日〈毎月第3木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の

休日でない日)

オ蔵書点検期間 (6月中の 10日間以内〉

(3)五所川原市立図書館市浦分館

ア {本日

イ 日曜日及び土曜日

ウ 12月29白から翌年の1月3日まで

工図書整理日〈毎月第3木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の

{本日でない日〉

オ蔵書点検期間 (6局中の 10日間以内〉

2 前項の規定にかかわらず、毅育委員会が特に必要と認めだときは、臨時に休館し、

又は休館日に開館する乙とができる。

一部改正[平成24年五所川原市教委規則 3号]

(利用の制限)

第5条 館長は、図書館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その

利用を制限し、又は退館を命することができる。

(1 ) 他の利用者に蓄しく迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理運嘗よ支障があると認めるとき。
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(館内利用〉

第6条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は、所定の揚所において自由に関

覧することができる。

2 閲覧済の図書館資料は、速やかに所定の書架に返納しなければならない。

3 特別に保管する図書館資料は、職員に申し出て利用することができる。

〈館外利用者の範囲〉

第7条 図書館資料の館外貸出し(以下「館外貸出」という。〉を受けることができる

蓄は、次に掲げるとおりとする。

( 1 ) 市内に居住する者

(2) 市内に通勤し、又は通学する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に認める者

2 館長は、前項各号に掲げる蓄のほか、市内の地域団体、読書会、事業所その他館長

tJ適当と認める図体〈以下「団体」という。〉に館外貸出を行うことができるσ

〈館外貸出の手続〉

第8条 舘外貸出を受けようとする者は、貸出券交位申込書(様式第1号〉に本人であ

ることを証明する書類を添えて館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券を紛失し、又は記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を館長に届

け出なければならない。

3 貸出券は、他人に譲渡し、文は貸与してはならない。

(貨出向獄及び貸出期間〉

第9条 1人が同時に館外貸出を受けることができる間数は、 5冊以内とする。だだし、

館長が特にl必要と認めたときは、この限りでない。

2 貸出期間は 15日以内とする。だだし、期間内に申出があったときは、 1週間まで

を限度として、期間を延長することができる。

(団体の館外貸出〉

第 10条 館外貸出を受けようとする団体は、団体貸出登録申込書〈儀式第2号〉を館

長に提出レ、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 1団体が同時に館外貸出を受けることができる冊霊長は、 100冊以内とし、その期

間は、 2箇月以内とする。疋だし、館長が特に1必要と認めたときは、この限りでない。

(館外貸出の制限〉

第 11条 貴重図書、辞書、郷土資料その他館長が特に指定する図書館資料は館外貸出

を行わない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

〈図書館資料の複写〉

第 12条 図書館資料を複写しようとする奮は、複写申込書〈様式第3号)を提出し、

館長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する複写の料金は、 1枚につき 10円とする。

〈損害の弁償)

第 13条 利用者は、図書館資料を紛失し、叉は活員若レくは破損レたときは、図書館

資料紛失等届〈様式第4号〉を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の届出があったときは、本人又はその保護者に対して現昂又は相当の

代価をちって弁償させることができる。
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〈寄贈〉

第 14条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、図書館サービスの利用に供することが

できる。

2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする蓄は、寄贈申込書 (様式第5号〉により行

うちのとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別な理由があると認めたと

きは、この限りでない。

(補則)

第 15条 この規則に定めるちののほか、図書館の管理運営に闘し必要な事項は、叙膏

委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成 17年3月28白から施行する。

附則〈平成 17年9月30日五所川原市教委規則第41号〉

この規則は、公布の白から施行する。

附 則 〈平成24年 11月 22日五所川原市教委規則第 3号〉

この規則は、公布の白から施行する。
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