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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推進とサービスの向上

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

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２6年４月１日から平成２7年３月３１日まで）

区分 購入 寄贈 小計 除籍 計

本館 952 2,676 3,628 779 2,849

伊藤忠吉 55 1,414 1,469 805 664

市浦 43 204 247 300 △53

計 1,050 4,294 5,344 1,884 3,460

２ 分類別蔵書数（平成２7年３月３１日現在）

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 4,154 2,279 7,975 13,144 3,696 4,824 2,503 6,593 1,184 31,049 26,952 104,353

伊藤忠吉 856 587 3,259 1,434 315 575 202 6,471 135 9,507 3,182 26,523

市浦 426 80 780 514 72 134 67 314 46 1,448 1,197 5,078

計 5,436 2,946 12,014 15,092 4,083 5,533 2,772 13,378 1,365 42,004 31,331 135,954

３ 視聴覚資料数（平成２7年３月３１日現在）

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 223 126 72 10 1 3 1 1

伊藤忠吉 77 12 3 0 0 0 0 0

市浦 43 4 1 0 0 0 0 0

計 343 142 76 10 1 3 1 1

４ 蔵書数推移

年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２6

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

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

市浦 4,081 4,450 4,741 5,131 5,078

計 118,646 118,607 126,769 132,494 135,954
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６ 利用統計（平成２6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 7,326 2,305 2,771 3,235 2,506 10,231 1,537 3,304 450 29,425 30,658 93,748

伊藤忠吉 276 172 256 195 129 429 68 237 23 2,732 2,526 7,043

市浦 0 4 2 5 2 5 4 3 2 164 185 376

計 7,602 2,481 3,029 3,435 2,637 10,665 1,609 3,544 475 32,321 33,369 101,167

一般 生徒 児童 計 一般 生徒 児童 計

本館 73,970 2,759 17,019 93,748 17,564 580 2,334 20,478

伊藤忠吉 5,613 140 1,290 7,043 1,462 34 203 1,699

市浦 188 15 173 376 99 3 35 137

計 79,771 2,914 18,482 101,167 19,125 617 2,572 22,314

来館者数推移（人）
本館 67,121 年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２6

伊藤忠吉 3,533 本館 35,929 42,147 65,566 66,020 67,121

市浦 315 伊藤忠吉 4,976 4,769 4,554 3,705 3,533

計 70,969 市浦 140 110 287 315 315

計 41,045 47,026 70,407 70,040 70,969

一般 生徒 児童 計

本館 6,320 1,327 1,080 8,727

伊藤忠吉 537 266 126 929

市浦 67 6 22 95

計 6,924 1,599 1,228 9,751

本館 294

伊藤忠吉 285

市浦 229

６ OPAC利用件数（件）
75,149 17,295

518 200

503,692

17

７ その他（件）

借受 817

貸出 142

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）

3,421

2,098

366

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 永遠の０ 百田 尚樹 講談社 913 38

２位 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 913 37

３位 村上海賊の娘 下巻 和田 竜 新潮社 913 35

４位 マスカレード・ホテル 東野 圭吾 集英社 913 33

４位 村上海賊の娘 上巻 和田 竜 新潮社 913 33

４位 ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社 913 33

４位 1Q８４ BOOK１ 村上 春樹 新潮社 913 33

順位 書 名 著編者名 出 版 者 分類記号 利用回数

１位 食材別おいしい冷凍大百科 ＮＨＫ出版 596 25

１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

１位 菜菜ランチ カノウ ユミコ 柴田書店 596 25

１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 あきらめ上手になると悩みは消える 丸井 章夫 サンマーク出版 146 24

５位 るるぶ東京’１５ ＪＴＢパブリッシング 291 23

順位 書 名 著編者名 出 版 者 分類記号 利用回数

１位 ましろのおと １０ 羅川 真里茂 講談社 726 22

２位 千年万年りんごの子 ３ 田中 相 講談社 726 19

２位 るるぶ青森’１４ ＪＴＢパブリッシング 291 19

２位 千年万年りんごの子 １ 田中 相 講談社 726 19

２位 千年万年りんごの子 ２ 田中 相 講談社 726 19

６位 続あおもりの漬物 青森県農業改良普及会 596 17

順位 書 名 著編者名 出 版 者 分類記号 利用回数

１位 むかしばなしめいろ せべ まさゆき ほるぷ出版 798 33

１位 かいけつゾロリたべられる!! 原 ゆたか ポプラ社 913 33

１位 ウサコレフレンズ イチゴにんぎょをさがせ!! 学研 798 33

４位 アンパンマンとブックマン やなせ たかし フレーベル館 Ｅ 26

４位 ミッケ！ ８ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 小学館 798 26

４位 ポケモンぜんこく全キャラ大事典 小学館 770 26

７位 たちねぶたくん 中川 ひろたか 角川学芸出版 Ｅ 25

一般書（文学）

児童書

７ 平成２6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 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 ふぃ～らあ 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 日経ＷＯＭＡＮ 月刊

10 俳句界 月刊

11 ＢＥ-ＰＡＬ 月刊

12 ファイナンス 月刊

13 Ｆｉｓｈｉｎｇ Ｃａｆｅ 月刊

14 武道 月刊

15 ＭＡＭＯＲ 季刊

16 森下自然医学 月刊

17 LA MER 月刊

18 ＬＥＥ 月刊

19 レコード芸術 月刊

８ 平成２６年度受入新聞・雑誌一覧
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９ 平成26年度事業実績

平成26年4月2３日（水）～5月1１日（日） こどもの読書週間まつり開催
①４月２３日（水）～５月１１日（日） さわってたのしむしかけ絵本展

五所川原市立図書館 伊藤忠吉記念図書館
②５月５日（月） 図書館の本でやってみた！Vol.１ ビーズでつくる

図書館にある「ビーズ手芸」の
本を見ながら作品を制作した。
（３名参加）

③５月３日(土)五所川原市立図書館、5月1０日（土）伊藤忠吉記念図書館
図書館探検＆お仕事体験（五所川原4名、金木2名参加）

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。

平成2６年４月２４日・２５日（木・金） 市内小中学校希望校配本
小学校 １０校（2,２00冊）、中学校 １校（200冊）

平成2６年５月２０日（火）国立国会図書館デジタル化資料送信サービス提供開始

平成2６年６月２０日（金）新着メール配信サービス開始

平成2６年７月２５日（金）国立国会図書館歴史的音源配信提供開始
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平成２６年６月１日（日）～８月３１日（日） 走れメロス！読書マラソン
平成２６年６月１日（日）～２２日（日） 太宰治秘蔵コレクション展

（伊藤忠吉記念図書館）

図書館の本を借りてポイントを
集め、３８冊達成で記念品を
差し上げた。
約束は太宰治作品を１冊読むこと。

平成２６年６月１７日（月）～2０日（木） 市内３館蔵書点検

平成２６年７月２３日（水）～ 毎週水曜日午前８：００頃から
FM五所川原（Gラジ）で図書館インフォメーション開始

平成2６年７月２５日（金） 夜の図書館でこわ～いはなし １夜
中学生以上向け （５０名参加）

夜間開館し、こわいはなしを
きいた後、懐中電灯を手に
本を探し、貸出をした。

平成2６年７月２６日（土） 夜の図書館でこわ～いはなし ２夜
小学生向け （６０名参加）
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平成2６年７月２６・２７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

平成2６年9月６日（土） 「かでで」に「あおぞらとしょかん」として参加

図書館PRと貸出を行った。

平成2６年９月２３日（火） 講談社本と遊ぼう全国訪問おはなし隊来館
五所川原市立図書館 （５０名参加）

平成2６年９月２６日（金） あかちゃんとおかあさん・おとうさんのための
えいごでえほんのよみきかせ

五所川原第四中学校３年生の
職場体験学習の一環として、
習った英語を活かしてよみきかせ
を行った。
（８名参加）
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平成2６年1０月２３日・２４日（木・金） 市内小中学校希望校配本
小学校 １１校（2,５00冊）、中学校 １校（200冊）

平成２6年１０月２５日（土）～11月９日（日） 読書週間展示・行事開催
①「災害を忘れず災害に備える」 10月２５日（水）～11月９日（日）

東日本大震災被災図書館写真展示、
災害・防災に関する資料展示、
当市防災関連資料配布

②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 11月１日（土）～３日（月）
伊藤忠吉記念図書館 11月９日（日）
市浦分館 11月１日（土）（ふるさとまつり会場にて）

③1１月8日(土)五所川原市立図書館、９日（日）伊藤忠吉記念図書館
図書館探検＆お仕事体験 （五所川原８名、金木６名参加）
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平成2６年12月１４日（日） クリスマスお話会
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。
クリスマスリース作りをした。（１４名参加）

平成2７年1月４日（土） としょかんふくぶくろ

０歳から小学６年生までの「ふく
ぶくろ」を５０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。

平成２７年１月１０日（土）図書館の本でやってみた！Vol.2
はじめてのかぎ針編み

図書館にあるかぎ針編みの本から
編んでみたい作品を選び、講師の
方に指導していただきながら親子
で制作した。（５名参加）

平成２７年１月１５日（木）Facebook五所川原市立図書館公式ページ開始

－13－



平成２７年１月２０日（火）～２月２８日（土）
「津軽のおんな 図書百選展」・「秋田景子キルト逸品展」同時開催

津軽地吹雪会とのコラボ企画

平成２７年２月２５日（水）
「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３月３日（火）～１５日（日）
「お雛様・手芸本所蔵資料展」・「荒関勝子角巻人形展」

津軽地吹雪会とのコラボ企画
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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

３月で１５９回の開催となった。
１０回開催

むがしっこを語る会「ゆきん子」による昔語りとわらべうた
毎月第４土曜日（６月から１１月まで）13：30から

津軽のむがしっこやわらべうたを
聴かせてくださった。

６回開催
３５名参加

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

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、
ブックトークなどのプログラム
を行った。

１２回開催
１５４名参加
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出張貸出（3歳児健診、エンゼル相談、子育て支援センター、北辰大学、
マタニティ教室､かでで）

221人
1,657冊貸出

インターンシップ・見学受入 １２件 1４８名受入

学校図書館支援サービス

図書室整備支援 実施校 ７校
希望テーマ図書配本 実施校 ７校
フィルムコート講習 実施校 １校
選書 実施校 ２校

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、対面朗読等）
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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 ２ヶ所 保健センター(五所、金木、)

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

北辰大学へ貸出 大学開催時 五所川原市中央公民館

年 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」活用事業 五所川原市立図書館

（新）貸出限度冊数増 ４月１日より

（新）セルフ貸出 ４月１日より 五所川原市立図書館

（新）セルフ式カラーコピー機導入 ６月より 五所川原市立図書館

（新）自動販売機設置 ４月より 五所川原市立図書館

（新）図書館バリアフリー化事業（コミュニティ助成事業） ７月より 五所川原市立図書館

（新）初心者インターネット講習 ６月より 五所川原市立図書館

4 子どもの読書週間特別展示「食べるを考える」 ４月２３日～５月１２日 五所川原市立図書館

市内小・中学校配本（１回目） ２８、３０日 市内配本希望小中学校

5 桜庭湯香子水彩画展「花と猫」（花、猫、水彩画に関する資料展示） １日～３１日 五所川原市立図書館

図書館の本でやってみた！Vol.３ 「自分の本をつくる」 ２日 五所川原市立図書館

図書館探検＆お仕事体験 ９日 五所川原市立図書館

走れメロス！読書マラソン ２３日～８月１６日 五所川原市立図書館・伊藤忠吉記念図書館

太宰治クイズラリー ２３日～８月１６日 太宰治関連施設

五所川原市立図書館協議会 ２９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） ２日～３０日 五所川原市立図書館

太宰治洋書展～Osamu Dazai foreign books～ １０日～２０日 五所川原市立図書館

7 雑誌リサイクル ２５、２６日 五所川原市立図書館

夏休み行事開催 ７月下旬 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・中学校配本（２回目） ２９、３０日 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27日～11月8日五所川原市立図書館

11 図書館の本でやってみた！Vol.４｢クリスマスかざりづくり」 １１月下旬 五所川原市立図書館

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 １月５日～ 五所川原市立図書館

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

１０ 平成２7年度事業計画
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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

＜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

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

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、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（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。

（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。
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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。
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