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１ 基本方針と重点目標 

 
１ 基本方針 

    生涯学習の場を提供するとともに社会の変化に対応する多様な資料・情報を

収集して、広く市民の知識と教養を高め、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活用と資料電子化によるサービスの向上 
ア インターネット予約・館内利用者端末予約を推進する。 
イ 資料の電子化に努め、機能向上を図る。 

② 蔵書の活用 
計画的に選書をし、新刊書増備に努め、新鮮で魅力的な蔵書の充実を図る。 

同時に既存の蔵書及び寄贈図書の有効活用を図る。 
③ 読書の推進 

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 
に親しむ機会づくりに努める。図書館で、できることの幅を広げ市民の役に 
立つ図書館を目指す。 
ア 地域社会との連携 
イ 学校及び教育施設との連携 
ウ 県内図書館との連携 
エ 各種行事の活用 
オ 読書推進ＰＲ 
カ 活字による読書が困難な方への読書機会提供 
キ 子ども司書養成講座の開催 

④ 分館との協力 
伊藤忠吉記念図書館・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、法に定められた市民の「知る自由」を保障するため、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」のための資料を、幅広く集

めるものとする。 
   ３ 市民の資料要求と関心および地域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、広く関心をよんでいるもの、将来的な資料として価値が高

く、保存を必要とするも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侵すもの、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、積極的に収集する。 
   （６）漫画は、社会的評価と児童への影響などを慎重に検討した上で収集する。 
   （７）対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、党派等の立場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）個人的な関心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、図書館職員全員が行う。 
  （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 

    上記以外の事由に関しては、協議の上決定するものとする。 
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３ 施設概要 

 

名 称  五所川原市立図書館 

住 所  五所川原市字栄町１１９番地 

寄贈者  東京ビルディング株式会社 

構 造  鉄筋コンクリート（2 階） 

建築面積 ６８８．６５㎡ 

延床面積 １，１６１．５０㎡ 

施設内容 １階 一般閲覧室、児童閲覧室、ロビー、書庫、多目的トイレ 

     ２階 閲覧室、視聴覚室、ロビー、事務室 

工 期  昭和５１年１０月～昭和５２年３月 

開 館  昭和５２年７月２０日 

 

名 称  伊藤忠吉記念図書館 

住 所  五所川原市金木町芦野３４５番地１２ 

寄贈者  伊藤忠吉 

構 造  鉄筋コンクリート（平屋） 

延床面積 ３７７．９２㎡ 

施設内容 １階 一般閲覧室、ロビー、書庫 

開 館  平成１６年１０月１５日 

 

名 称  市浦分館 

住 所  五所川原市相内３４９番地１ 

構 造  木造 

延床面積 ６０㎡ 

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 

   

   定数１５人 任期 平成２7 年４月１日から平成２9 年３月３１日 

 

協議会委員名簿 

    

青山久子 

石岡勇一 

泉谷桂子 

大槻利子 

尾崎淳一 

   葛西彩子 

   楠美和子 

坂本徹 

櫻井京子 

飛嶋献 

奈良陽子 

   成田和子 

成田よし子 

   三和千明 

   山内美代子 
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５　蔵書統計

１　年間受入資料数（平成２７年４月１日から平成２8年３月３１日まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（冊）

区分 購入 寄贈 小計 除籍 計

本館 1,500 950 2,450 2,344 106

伊藤忠吉 28 446 474 127 347

市浦 4 71 75 15 60

計 1,532 1,467 2,999 2,486 513

２　分類別蔵書数（平成２8年３月３１日現在）

　　　（冊）

０類 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 児童 計

総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 技術 産業 芸術 言語 文学

本館 3,697 2,006 7,831 13,383 3,736 4,898 2,597 6,719 1,264 31,660 26,668 104,459

伊藤忠吉 956 720 3,487 1,542 339 597 223 7,551 214 11,515 3,716 30,860

市浦 434 80 783 509 74 138 70 315 48 1,548 1,139 5,138

計 5,087 2,806 12,101 15,434 4,149 5,633 2,890 14,585 1,526 44,723 31,523 140,457

３　視聴覚資料数（平成２8年３月３１日現在）

　　　（冊）

DVD CDｰROM CD ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ レコード ビデオ カルタ トランプ

本館 223 19 201 10 1 3 1 1

伊藤忠吉 79 12 7 0 0 0 0 0

市浦 43 4 1 0 0 0 0 0

計 345 35 209 10 1 3 1 1

４　蔵書数推移

　　　（冊）

年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２6 ２7

本館 100,407 99,176 101,697 101,504 104,353 104,459

伊藤忠吉 14,158 14,981 20,331 25,859 26,523 30,860

市浦 4,081 4,450 4,741 5,131 5,078 5,138

計 118,646 118,607 126,769 132,494 135,954 140,457
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６　利用統計（平成２７年度実績）

０類 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類

総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 技術 産業 芸術 言語 文学

本館 2,708 2,140 2,857 3,370 2,570 9,252 1,849 3,432 504 26,912 43,885 99,479

伊藤忠吉 166 113 282 217 99 216 97 298 28 2,921 3,218 7,655

市浦 12 1 1 2 0 1 0 1 0 76 148 242

計 2,886 2,254 3,140 3,589 2,669 9,469 1,946 3,731 532 29,909 47,251 107,376

一般 生徒 児童 計 一般 生徒 児童 計

本館 82,946 2,954 13,579 99,479 18,620 570 2,441 21,631

伊藤忠吉 6,646 320 689 7,655 1,471 56 176 1,703

市浦 107 15 120 242 73 3 29 105

計 89,699 3,289 14,388 107,376 20,164 629 2,646 23,439

来館者数推移（人）
本館 69,921 年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２6 ２7

伊藤忠吉 4,192 本館 35,929 42,147 65,566 66,020 67,121 69,921

市浦 105 伊藤忠吉 4,976 4,769 4,554 3,705 3,533 4,192

計 74,218 市浦 140 110 287 315 315 105

計 41,045 47,026 70,407 70,040 70,969 74,218

一般 生徒 児童 計

本館 6,704 1,415 985 9,104

伊藤忠吉 587 266 94 947

市浦 66 19 8 93

計 7,357 1,700 1,087 10,144

本館 296

伊藤忠吉 298

市浦 243

６　OPAC利用件数（件）
81,188 14,835

733 190

223,248

21

７　その他（件）

借受 941

貸出 101

予約

文献複写

参考業務

５　開館日数（日）

ﾊﾟｿｺﾝから予約件数

携帯端末から利用件数
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1　分類別貸出冊数（冊）

3,221

2,767

498

携帯端末から予約件数

３　来館者数（人）

４　登録者数（人）

相互貸借

児童 計

館内検索端末利用件数

館内検索端末予約件数

貸出冊数（冊）

ﾊﾟｿｺﾝから利用件数

２　貸出冊数及び貸出者数
貸出者数（人）



順位 書    名 著編者名 出  版  者 分類記号 利用回数
１位　　　　マスカレード・イブ 東野　圭吾 集英社 913 51
２位　　　　祈りの幕が下りる時（加賀恭一郎７） 東野　圭吾 講談社 913 35
３位　　　　夢幻花 東野　圭吾 PHP研究所 913 31
４位　　　　失踪 鳴海　章 実業之日本社 913 29
４位　　　　冬天の昴（弥勒シリーズ５） あさの　あつこ 光文社 913 29
４位　　　虚ろな十字架 東野　圭吾 光文社 913 29
５位　　　　ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 角川書店 913 28
５位　　　　仮面同窓会 雫井　脩介 幻冬舎 913 28

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魔法 近藤　麻理恵 サンマーク出版 597 35
２位　　　　フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー　L.スコット 大和書房 593 32
３位　　　　家族という病 下重　暁子 幻冬舎 367 31
４位　　　　自分で治す女性の自律神経失調症 主婦と生活社 493 26
５位　　　　新検査のすべてがわかる本 矢冨　裕 時事通信出版局 492 25
５位　　　最新医療費の基本と仕組みがよ～くわかる本 及川　忠 秀和システム 498 25

順位 書    名 著編者名 出  版  者 分類記号 利用回数
１位 五所川原市の地名 五所川原市 五所川原市 290 109
２位 白神山地マタギ伝 根深　誠 七つ森書館 384 21
２位 新・気づく力 木村　藤子 主婦と生活社 147 21
３位 気づく力 木村　藤子 主婦と生活社 147 18
３位 すべての「別れ」は幸せのためにある 木村　藤子 KADOKAWA 147 18
４位 走れメロス 女生徒 太宰　治 金の星社 913 17
５位 かたづの！ 中島　京子 集英社 913 16
５位 道徳の時間 呉　　 勝浩 講談社 913 16
５位 ふるさとのねこ 岩合　光昭 クレヴィス 645 16

順位 書    名 著編者名 出  版  者 分類記号 利用回数
１位 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 原　ゆたか ポプラ社 913 32
２位 だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社 Ｅ 30
３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 29
３位 ウサコレフレンズ イチゴにんぎょをさがせ! 学研 798 29
４位 たちねぶたくん 中川　ひろたか 角川学芸出版 Ｅ 28
４位 かいけつゾロリの大金もち 原　ゆたか ポプラ社 913 28
５位 むかしばなしめいろ せべ　まさゆき ほるぷ出版 798 27
５位 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 福音館書店 Ｅ 27
５位 だるまさんと かがくいひろし ブロンズ新社 Ｅ 27

一般書（文学）

児童書

７　平成２７年度ベストリーダー
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郷土資料

一般書（文学以外）



新聞
新　　聞　　名 備　　考

1 東奥日報 昭和４８年１月～原紙製本保存

2 東奥日報　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

1 ＥＳＳＥ 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 週刊ダイヤモンド 週刊

6 趣味の園芸 月刊

7 すてきにハンドメイド 月刊

8 文藝春秋 月刊

9 ｎｉｎａ'ｓ 月刊

寄贈

誌名 刊行頻度

1 あおもり農業 月刊

2 家の光 月刊

3 AUTO　CAＭPER 月刊

4 クローバー 季刊

5 月刊新医療 月刊

6 健康３６５ 月刊

7 国立国会図書館　月報 月刊

8 ダ・ヴィンチ 月刊

9 致知 月刊

10 日経ＷＯＭＡＮ 月刊

11 俳句界 月刊

12 ＢＥ-ＰＡＬ 月刊

13 ファイナンス 月刊

14 Ｆｉｓｈｉｎｇ　Ｃａｆｅ 月刊

15 武道 月刊

16 ＭＡＭＯＲ 季刊

17 みちのく春秋 季刊

18 森下自然医学 月刊

19 LA　MER 月刊

20 ＬＥＥ 月刊

21 レコード芸術 月刊

８　平成２7年度受入新聞・雑誌一覧
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９ 平成 27 年度事業実績 

  

平成２７年４月２３日（木）～５月１２日（火） 

こどもの読書週間イベント開催 
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4 月 23 日（木）～5 月 12 日（火） 

「たべる」を考える展 

 

新しく完成予定の給食センターの「イメー

ジ」などを見て、給食センターについて知

ることができる展示と「たべる」ことにつ

いての本を展示・貸出した。 

5 月 2 日（土） 

自分の本をつくってみる（図書館の本でや

ってみた！Vol.3） 

 

図書館にある本の作り方の本を見ながら

自分の本を制作した。 

（2 名参加） 

 

5 月９日（土）五所川原市立図書館 

5 月 10 日（日）伊藤忠吉記念図書館 

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。 

（6 名参加） 

 



平成 2７年４月２８日・３０日（火・木） 市内小中学校希望校配本    

小学校 ８校（2,０00 冊）、中学校 ２校（４00 冊） 
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平成27年5月23日(土)～8月23日(日) 

太宰治クイズラリー 

 

太宰治記念館「斜陽館」、観光物産館「マ

ディニー」、太宰治疎開の家（旧津島家新

座敷）、津軽鉄道「金木駅」、太宰治「思ひ

出（おもいで）」の蔵、伊藤忠吉記念図書

館の６ヵ所を回ってクイズに答えるクイ

ズラリー（61 名達成） 

平成27年5月23日(土)～8月23日(日) 

走れメロス！読書マラソン 

 

図書館で本を借りてスタンプを集め、１９

個のスタンプが押されたカードとひきか

えに記念品をさしあげた。太宰治の本を 1

冊以上読むことを条件とした。 

（５４名達成） 

平成 27 年 6 月 2 日（火）～30 日（火）

環境月間特別展示「世界自然遺産白神山地」 

 

東北森林管理局津軽白神森林生態系保全セ

ンターから写真をお借りして、白神山地の

写真の展示、白神山地についての本の展

示・貸出、パンフレットの展示をした。 



 
 

 
 

平成 2７年７月２５・２６日（土・日） 雑誌リサイクル  

保存年限の過ぎた雑誌を希望者に差し上げた。 
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平成 27 年 6 月 10 日（水）～20 日（土）

太宰治洋書展 

 

英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、中

国語、スペイン語に翻訳された太宰治作品

を展示・貸出した。 

平成 27 年 7 月 26 日（日） 

夏の天体観測～夜の星空をみてみよう～ 

 

「ロマントピア相馬」天文台長の藤田栄一

先生に、図書館の中に星を写し出して星の

ことを教えていただいた。また、星の本の

展示・貸出をした。 

（50 名参加） 

平成 27 年 8 月 1 日（土）～30 日（日） 

こぎん今昔物語 

 

五所川原市在住の三つ豆さんと生徒さんの

こぎん刺しの作品と金木の周辺で刺されて

いた「三縞こぎん」の胴着とこぎん関連資

料を展示した。 



 
 

 

 

 
 
平成２７年１０月２２日・２３日（木・金） 市内小中学校希望校配本    

小学校 ８校（2,０00 冊）、中学校 ２校（４00 冊） 
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平成 27 年 8 月 30 日（土） 

「かでで」に「あおぞらとしょかん」とし

て参加 

 

草花を使ったしおり作りと図書の貸出・図

書館 PR を行った。 

平成 27 年 9 月 4 日（金） 

あかちゃんのためのおはなし会 

 

五所川原工業高校 2 年生のインターンシッ

プの一環として行った。 

 

 

平成 27 年 9 月 15 日（火）～30 日（水） 

津軽鉄道開業８５年おめでとう 

 

「津軽鉄道サポーターズクラブ」さんから

写真をご提供いただき展示し、津軽鉄道や

鉄道について書いてある本を展示・貸出し

た。 



平成２７年１０月２０日（火）～１１月８日（日） 

読書週間展示・行事開催 
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平成 27 年 10 月 20 日（火）～30 日（金） 

人形と絵本で楽しむイソップ童話と日本昔

話 

 

金木町在住の荒関勝子さんが制作した「イ

ソップ童話」と「日本昔話」の人形を展示

し、関連図書を展示・貸出した。 

平成 27 年 10 月 31 日（土）～11 月 29

日（日） 

「今しか見られない！あの有名作家のサイ

ン本展」 

 

東山彰良さん、今野敏さんなど有名作家の

サインが入った本を展示した。 

平成 27 年 10 月 23 日（金）～11 月 8

日（日） 

「わたしの一冊」 

 

インターンシップに来てくれた中高生たち

が選んだ「オススメの本」を紹介、貸出し

た。 



 
 
 
平成 27 年 10 月 30 日（金） 

中学生が小学生に絵本の読み聞かせ 

 五所川原第一中学校 2 年生が職場体験の一環で松島小学校 2 年生に読み聞

かせをした。 

 
 
本のリサイクル 

 寄贈本等を希望者に差し上げた。 

五所川原市立図書館 平成 27 年 10 月 31 日（土）、11 月 1 日（日）、7 日

（土）、8 日（日） 

伊藤忠吉記念図書館 平成 27 年 10 月 23 日（金）～11 月 8 日（日） 

市浦分館（ふるさとまつり会場） 平成 27 年 10 月 31 日（土） 
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平成 27 年 11 月 7 日（土） 

図書館探検＆お仕事体験特別版 豆本作り 

 

本がどのように作られているのか、豆本を

作りながら学んだ。 

（４名参加） 

 

平成 27 年 12 月 12 日（土） 

だっこでいっしょ クリスマスのおはなし

会 

 

だっこでいっしょおはなし会をクリスマス

特別バージョンで行った。 

（１３名参加） 
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平成 27 年 1２月 15 日（火）～ 

 

読書感想画をかこう！ 

 

本の楽しさや好きな本への思いなど、本を

通して生まれた気持ちを「絵」にした作品

を募集し児童室に展示した。 

（15 名応募） 

平成 28 年 1 月 5 日（火）～ 

としょかんふくぶくろ 

 

０～５歳向け、小学校低学年向け、中学年

向け、高学年向け、一般の方向けのふくろ

を用意した。何の本が入っているかは、借

りてからのお楽しみ。 

（限定１００袋） 

平成 28 年 1 月 5 日～31 日（日） 

「北前船と金沢」 北陸新幹線開業記念！ 

～情緒あふれる日本海のたび～ 

 
石川県の図書館と協力してお互いに地域の

ＰＲを行う企画展を開催、石川県のポスタ

ー・パンフレットの展示、北前船・石川県・

北陸に関する本の展示と貸出を行った。 
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平成 28 年 2 月 16 日（火）

～3 月 6 日（日） 

図書館のひなまつり 

 

雛人形を飾り、ひなまつり関

連図書の展示と貸出を行っ

た。 

平成 28 年 3 月 8 日（火）～31 日（木） 

祝！北海道新幹線開業 

 

津軽鉄道サポーターズクラブさんから提供

いただいた新幹線の写真と新幹線や鉄道関

連図書を展示、貸出した。 

平成 28 年 3 月まで 

バリアフリー化事業実施 

 

点字ブロック設置などの施設設備改修を実

施、用品購入をし、図書館利用をためらっ

ていた皆様にご来館、読書利用していただ

けるような環境となった。 



五所川原おはなし「ぽぽんた」によるおはなし会 

毎月第 3 土曜日(８月･１月を除く)13：30 から 

 
 
職員によるだっこでいっしょおはなし会  

毎月第２土曜日 1０：30 から 

 

 

出張貸出（エンゼル相談、子育て支援センター、北辰大学） 

 174 人 825 冊貸出 

 

初心者インターネット講習（平成 27 年７月から） 

 図書館のパソコンでインターネットを見るために覚えておきたいことの講習

を開催 

 １５回開催 ２１人参加 

 

活字による読書が困難な方へのサービス 

 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。（音訳資料貸出、プライベート録音、対面朗読等） 
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３月で１６９回の開催となった。 

10 回開催 

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、手遊び、わらべうた、

制作などのプログラムで行った。 

 
12 回開催 160 名参加 

 

 

 

 

 

 

 



インターンシップ・見学受入    

 

 

学校図書館支援サービス 
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12 件 134 名受入 

学校図書館整備、授業に必要な図書配本、

図書委員への分類等についての説明、小教

研研修会への参加等、現場に伺って必要な

サービスを提供するよう心がけて実施し

た。 



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 毎月第三土曜日(8､1月を除く) 五所川原市立図書館

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

館内テーマ展示 随時 ﾛﾋﾞｰ、児童室、ﾃｨｰﾝｽﾞｺｰﾅｰ等

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

通 エンゼル相談へ貸出 毎月１回　２ヶ所 保健センター(五所川原、金木)

子育て支援センターへ貸出 毎月１回　２ヶ所 みどりの風保育園かなぎ・あとむ

北辰大学へ貸出 大学開催時 五所川原市中央公民館

学校図書館への各種サービス 随時 希望校

年 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

初心者インターネット講習 毎月２回 五所川原市立図書館

（新）子ども司書養成講座 ６月２５日から 五所川原市立図書館　他

（新）西北五つがる読書推進連絡会関連 五所川原市立図書館　他

4 あの人も読んだ！～五所川原の子どもたちへ～ ２３日から５月３１日 五所川原市立図書館

ロングセラー絵本展 ２３日から５月８日 五所川原市立図書館、伊藤忠吉記念図書館

しかけ絵本展 ２５日から５月６日 市浦分館

公立図書館長・公民館長会議 ２７日 青森県立図書館

5 図書館の本でやってみた！Vol.4　「こいのぼりをつくろう」 １、３日 五所川原市立図書館、伊藤忠吉記念図書館

バリアフリーってなぁに？ １日 五所川原市立図書館

事業等担当者会議 １１日 青森県立図書館

市内小・中学校配本（１回目） １２日 市内配本希望小中学校

五所川原市立図書館協議会 ２４日 五所川原市立図書館

市町村立図書館等初任者研修　第１回 ２５日 青森県立図書館

6 環境月間特別展示（県環境生活部共同行動） １日～３０日 五所川原市立図書館

市町村立図書館等初任者研修　第２回 ８日 青森県立図書館

青森県学校図書館協議会北五支部学習会 １０日 五所川原市立図書館

市町村立図書館等初任者研修　第３回 ２３日 青森県立図書館

北日本図書館大会 ２３、２４日 山形市

7 雑誌リサイクル ２３、２４日 五所川原市立図書館

夏休み行事開催 未定 五所川原市立図書館

8 講談社本とあそぼう全国訪問おはなし隊 １４日 伊藤忠吉記念図書館

9 北日本図書館連盟研究協議会 ２９、３０日 青森市

10 市内小・中学校配本（２回目） 初旬 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） 未定 五所川原市立図書館

11 市町村立図書館等実務研修 １６日 未定

12 クリスマスおはなし会 １２月中 五所川原市立図書館

1 としょかんふくぶくろ ４日～ 五所川原市立図書館

あおもり冬の読書週間（特別展示または行事開催） 未定 五所川原市立図書館

１０　平成２8年度事業計画

－19－



 
 

１１ 沿革 

＜五所川原市立図書館＞ 

昭和４１年 4 月 1 日  五所川原市立図書館創立（蔵書数約２，７００冊） 

昭和４８年        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 

昭和４９年 １月     第１回献本運動開始 

１２月     第２回献本運動実施 

昭和５１年１０月     五所川原市立図書館建設着工 

昭和５２年 ７月 １日  五所川原市立図書館竣工 

昭和５２年 ７月２０日  五所川原市立図書館開館 

昭和５４年 ライオンズクラブ１５周年記念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開設 

昭和５５年 ９月     レリーフ巧芸画のうち４４点を中央公民館へ移管 

昭和５６年１１月     身体障害者への配本サービス開始 

平成 ３年        読書週間の展示開始 

平成 ４年        本のリサイクル開始 

平成 ８年 ３月     青森県図書館情報ネットワークシステム稼動 

平成 ９年 ６月     市内小学校（希望校へ年２回）配本開始 

      ７月     レリーフ巧芸画のうち３点を秘書室へ移管 

平成１０年 ２月     図書館大規模改造事業（書庫改造２階床８０㎡増床、窓

枠等改修工事、身体障害者用トイレ設置）。 

     １２月     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） 

     １２月     はるにれ文庫（心を癒す本コーナー）新設 

平成１１年        図書館電算化に向け準備作業（バーコード貼付等）開始 

平成１３年 緊急地域雇用創出対策事業により図書館総合情報シス

テム事業に着手 

平成１４年 ４月      冬時間廃止及び開館時間を延長 

平成１５年 ２月     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 

      ４月     一部祝日開館（祝日を含む三連休時）の開始 

平成１６年        利用者用インターネット端末設置 

平成１７年 ３月２８日  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、伊藤忠吉記念図書館と市浦分館を設

置 

平成１８年 ２月     ＣＤ―ＲＯＭ閲覧端末設置 

平成１８年 ４月     マタニティ教室出張貸出開始 
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平成１９年 ３月 ６日  図書館総合情報システム稼動（３館館内業務、ホームペ 

ージ開設） 
      ５月     中学校配本開始 

      ７月１８日  Ｗｅｂ予約開始（パソコン、携帯電話） 

平成２０年 ４月     乳幼児健診（１歳６か月児）出張貸出開始 

     １１月     エ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 

平成２１年 １月     エンゼル相談出張貸出（市浦）開始 

      ３月     アスベスト除去工事 

      ４月     ホームページトップページ等大幅リニューアル 

      ４月     乳幼児健診（３歳児に変更）出張貸出開始 

      ５月     高齢者大学（北辰、ひばの樹、寿）出張貸出開始 

５月     学校図書室整備相談受付開始（中央小、栄小） 

６月     保育所・幼稚園配本試行 

１０月     産業まつり初出張貸出 

        屋上防水改修工事実施 

        学校図書室図書装備講習初開催（栄小） 

１１月     ごしょがわらおはなしフェスティバル初出張貸出 

        ティーンズコーナー新設 

平成２２年 ７月     「かでで」初参加 

平成２３年 ４月     資料及び目録整備事業（緊急雇用創出対策事業）実施 

 ～２４年 ３月     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 

平成２３年１１月     広報ごしょがわらデジタル化事業（緊急雇用創出対策事 

～２４年 ３月     業）実施 

     ３月１６日  ホームページリニューアル 

平成２４年 ４月          対面朗読開始 

平成２５年  ４月 平成２５年度子どもの読書活動優秀実践図書館文部科

学大臣表彰受賞 

平成２５年 ６月     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） 

      ６月     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）（「ゆきん子」によるボランテ

ィア） 

 ６月 「五所川原市の地名」刊行事業開始（新規） 

平成２６年  ４月 1 日  図書貸出冊数８冊までに増加。雑誌予約可能。 

平成２６年 5 月２０日  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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平成２６年 ６月２０日  新着メール配信サービス開始 

平成２６年 ７月２５日  国立国会図書館歴史的音源配信提供開始 

平成２７年 １月１５日  Facebook 公式ページ開始 

平成２７年 ２月２５日  「五所川原市合併１０周年記念五所川原市の地名」発行 

平成２７年 ４月 １日  図書貸出冊数１０冊までに増加。 

平成２７年 ９月１５日  国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス送

信館として承認 

平成２7 年 9 月     バリアフリー化事業（点字ブロック設置、玄関と館内階 

～２８年 3 月     段に手すり設置、正面玄関にインターホン設置、ドア及 

             び開架室ドア改修、多目的トイレ便座改修、車椅子用テ 

             ーブル、音声図書再生機、朗読 CD 等音声資料、大活字 

本、点字本、布絵本、デイジー図書等購入）実施 

 

 

＜伊藤忠吉記念図書館＞ 

平成１６年１０月  １日  伊藤忠吉記念図書館創設 

平成１６年１０月１５日  伊藤忠吉記念図書館開館 

平成１７年 ３月２８日  市町村合併により分館となる 

平成２１年  ８月  ７日 定期おはなし会の開始（毎月第１金曜日午後４時から

「おはなしサークルすずめっこ」によるボランティア） 

＜市浦分館＞ 

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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１２ 条例・規則 

○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１０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 位置 

五所川原市立図書館 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」という。）に分館を置き、名称及び位置

は、次のとおりとする。 

  

名称 位置 

伊藤忠吉記念図書館 五所川原市金木町芦野 345 番地 12 

五所川原市立図書館市浦分館 五所川原市相内 349 番地１ 

 

（職員） 

第４条 図書館に館長その他必要な職員を置く。 

（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 協議会の委員の定数は 15 人とし、その任期は２年とする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

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、会務を総理し、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、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 
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（会議） 

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もって決し、可否同数のときは、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、教育委

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。 

 

○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 日五所川原市教育委員会規則第 41 号 

平成２４年１１月２２日五所川原市教育委員会規則第３号 

平成２７年５月２１日五所川原市教育委員会規則第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。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（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」という。）の収集、

整理、保存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) 読書団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) 前各号に掲げるもののほか、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。ただし、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 開館時間 

五所川原市立図書館 午前９時 30 分から午後６時まで（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） 

伊藤忠吉記念図書館 午前９時 30 分から午後５時まで 

五所川原市立図書館市

浦分館 

午前９時 30 分から午後５時まで 

（休館日） 

第４条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(１) 五所川原市立図書館 

ア 月曜日（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「休日」という。）に当たるときは、その直後の休日でない日） 

イ 12 月 29 日から翌年の１月 3 日まで 

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

休日でない日） 

エ 蔵書点検期間（６月中の 10 日間以内） 

(２) 伊藤忠吉記念図書館 

ア 休日 

イ 月曜日 

ウ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

エ 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 休日 

イ 日曜日及び土曜日 

ウ 12 月 29 日から翌年の１月 3 日まで 

エ 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） 

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

又は休館日に開館することができる。 

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、又は退館を命ずることができる。 

(１) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼし、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、図書館の管理運営上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、所定の場所において自由に閲

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

者は、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、前項各号に掲げる者のほか、市内の地域団体、読書会、事業所その他館長

が適当と認める団体（以下「団体」という。）に館外貸出を行うことができる。 

（館外貸出の手続） 

第８条 館外貸出を受けようとする者は、貸出券交付申込書（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、又は貸与してはならない。 

（貸出冊数及び貸出期間） 

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

館長が特に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。ただし、期間内に申出があったときは、７日を限度

として、期間を延長することができる。 

一部改正［平成 2７年五所川原市教委規則 3 号］ 

（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（様式第２号）を館

長に提出し、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数は、100 冊以内とし、その期

間は、２箇月以内とする。ただし、館長が特に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者は、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。ただし、カラーによる複

写の料金は、１枚につき５０円とする。 

一部改正［平成 2７年五所川原市教委規則 3 号］ 
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（損害の弁償） 

第 13 条 利用者は、図書館資料を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、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品又は相当の

代価をもって弁償させることができる。 

（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者は、寄贈申込書（様式第５号）により行

うものとする。 

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 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 17 年３月 28 日から施行する。 

附 則（平成 17 年９月 30 日五所川原市教委規則第 41 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

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、公布の日から施行する。 

附 則（平成 2７年５月 2１日五所川原市教委規則第 3 号） 

この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 
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