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平成２３年度方針 

基本方針 

 図書館の本務は「資料と施設の提供」です。利用者の多様なニーズに応える資料の提

供、サービス実施を引き続き行い、新図書館の礎を築いていくものとします。昨年度を

もって、移転に伴う諸作業はほぼ終了いたしましたので、本年度は利用者サービスの向

上に主眼を置き、その運営に努めてまいります。公共図書館の役割、意義を常に検証し、

時代の要請に耐えうる図書館作りを進めてまいります。 

 

運営方針 

（1） 資料の充実 

 「豊前市立図書館一般図書選定基準」「豊前市立図書館児童図書選定基準」「豊前

市立図書館視聴覚資料選定基準」に基づき整備に努めます。 

（2） 利用サービスの充実 

  多様化、高度化する利用者のニーズをアンケート調査等により把握するほか、

様々な情報を積極的に収集し、その結果をフィールドバックすることで、利用

者サービスの向上を図っていきます。また、図書館の業務の重要な柱であるレ

ファレンスについてはその体制をより充実させ、常に的確な回答が可能となる

よう、努めてまいります。 

  電子書籍の普及が進んでいる現状に鑑み、デジタル媒体による資料提供の可能

性について調査・研究を行います。 

（3） 非常措置計画 

    火災その他の災害に備えるため各種の取組みを実施します。 

（4） 管理運営と組織の改善 

    豊前市監査委員による監査においての指導や教育委員会、図書館運営協議会か

らの意見等を踏まえて、組織の見直しを行います。 
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図書館の沿革  

  

平成2年12月 豊前市立図書館条例可決 

平成3年2月1日 図書館開設準備室を旧検察庁庁舎に置く 

4月20日 図書館条例施行規則施行 

5月15日 図書館開館 

6月1日 図書貸出券のコンピュータ処理開始 

平成4年5月 しゃくなげ文庫図書貸出開始 

平成6年10月 移動図書館車「走れ！ブックン」(愛称：7月16日決定）発車式 

平成7年4月 図書貸出枠拡大(一人一回あたり5冊） 

平成9年8月 県立図書館とのネットワークシステム(FLネット）導入 

平成10年9月 児童図書団体貸出の実施 対象：小・中学校・保育所等 

 (豊前市立図書館児童図書団体貸出規定による） 

12月 公民館へ一般図書団体貸出開始 

平成11年6月 豊前市立図書館マスタープランの策定 

11月 閉架書庫設置 

平成13年3月 開館10周年 

平成14年4月 ブックスタート開始、県北東部地方拠点都市広域利用圏参加 

 貸出冊数上限の変更 

平成17年4月 「豊前市子ども読書推進計画」策定 

平成20年4月 指定管理者制度へ移行（指定管理者NPO法人プロジェクト・ボダイ） 

 尾座本雅光 館長に就任 

 県総合庁舎地階に移転用倉庫借用 

平成21年7月 松本琢也 館長に就任 

 新システム（ＭＥＬＩＬ／ＣＳ）導入決定 

9月 移転準備正式に開始 

 ＴＲＣＭＡＲＣ採用決定 

平成22年3月 新図書館への移転のため閉館（2月28日閉館式挙行） 

 新図書館竣工 

 資料、備品搬出入および配架等実施 

平成2２年4月３日 新図書館 開館 

 新システム（ＭＥＬＩＬ/ＣＳ）稼動開始 

 ＨＰリニューアル新ＵＲＬへ移行 

     12月 祝祭日開館開始 
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図書館の館内案内図 
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施設の概要 

所在地 福岡県豊前市大字八屋 1776 番地 2 

施設規模 延床面積 1982. 57 ㎡ 

施設構造 鉄筋コンクリート造 ３階建 

開館年月日 平成 3 年 5 月 15 日 

所管部署 豊前市教育委員会 教育課 

施設の管理・運営者 NPO 法人プロジェクト・ボダイ 

  

館長 松本琢也 

職員 常勤職員５名（うち専任司書 3 名）、非常勤職員５名 

  

サービス内容 

<<本館>> 

開館時間 午前 10 時～午後 6 時 

休館日 
毎週火曜日、月末館内整理日、年末年始、特別館内整理期

間（11 月、2 週間）、特に館長が定める場合 

貸出要件 
貸出登録者（市内在住、在勤、在学者、中津市在住、京築広

域圏在住者）、団体貸出登録団体 

貸出条件 

書籍、雑誌、AV 資料で総じて 10 点まで（内、AV 資料は 5 点

まで）新着 AV 資料は 1 点 団体は 50 点まで、雑誌最新号、

禁帯出資料、参考資料を除く 

貸出期限 2 週間（新着 AV 資料は 1 週間）、団体は 3 ヶ月 

<<移動図書館車>> 

巡回曜日、サイクル 毎週水、木、金曜日、2 週に 1 回、巡回予定表に従って巡回 

貸出要件 
本館個人要件と同じ（ステーション敷地利用については施設

管理者が許可する者） 

貸出条件 本館条件と同じ 

貸出期限 本館条件と同じ 

利用の制限 

豊前市図書館条例の規定による 
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平成 23年度業務概要 

（1）資料の充実 

平成２３年度の資料収集にあたっては、理科、技術、各種産業分野など幅広く各

分野の資料を収集し、拡大傾向にある利用者ニーズに応えうる資料構成を目指しま

した。また、２３年３月の東日本大震災をうけ、震災、津波、原発にかかわる資料

を順次受け入れ、広く市民に提供してきました。これらの資料については後世に遺

すべき記録として、長く、図書館において所蔵していくものと考え、資料選択を含

め、十分な配慮の上、収集、提供を行いました。郷土資料については、定期的に古

書店情報を検索するなど、資料情報の収集、購入を勧め、また、市民からの寄贈も

積極的に受け、地図資料、統計資料などを含めた郷土資料を蓄積してきました。 

２３年度は「住民の生活に光をあてる交付金」事業による資料購入を通常購入に

別して実施しました。本交付金による収集資料は、長く豊前市立図書館の資料の基

礎となるように選書し、児童書を含め各分野を網羅する形で、資料価値の高い資料

を集中的に収集しました。また、大活字による本、録音図書の収集も同時に行い、

図書館資料の利用にあたって不便を感じている高齢の方たち、視覚に障害のある方

たちへのサービス拡充を行いました。 

２３年度は上記交付金によるものを含め、約 5500点（AVを除く）を収集し、寄

贈書とあわせて、蔵書合計は９万弱に達し、名実ともに豊築地域の中心館として日々、

利用者が拡大しています。魅力ある蔵書構成を心がけ、ニーズに応えるとともに、

ニーズの拡大を図っていくことが肝要と思われ、利用動向を注視しながら、収集に

努めてきました。 

寄贈書については市民の図書館への期待をうかがわせる寄贈が続いており、現在

では入手が困難と思われる資料など、多様な資料が寄せられています。23年度には

寄贈書のうち約 1200点を新たに登録し、利用者に提供しています。 

  

（2）利用者サービスの充実 

23 年 12 月の天皇誕生日より、長年の懸案であった祝日開館を開始し、利用者の

好評を得ています。図書館の本務が図書館宣言にある通り「資料と施設の提供」で

あることを鑑みても、今回の祝日開館は市立図書館サービスの大きな前進であった

と考えます。そのほか、上記した大活字本、録音図書の拡充は高齢化社会に向けて

のサービス拡大の大きな一歩と言え、今後、さらに拡充を図っていかねばならない

サービス分野と考えます。 

児童サービスにおいては、移転作業により中断していた定例おはなし会を 7 月よ

り復活、児童室での月例の企画展示とともに、子どもたちの来館動機の醸成、読書

意欲の向上を図りました。 
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（3）非常措置計画 

   火災その他の災害に備えるため、館員全員で消防署員による消火・通報及び避

難誘導訓練を行いました。また館員だけでも避難訓練・ＡＥＤ講習も行いました。

防災設備の点検は週に 1 度の見回りで異常のないことを確認してまいりました。消

防法第 4条の規定による立入検査においても指示事項はありませんでした。 

 

（4）管理運営と組織の改善 

 組織の見直しを行うために、7 月より図書館職員と理事による図書館管理運営

委員会を設置し、毎月協議を重ねながら運営をしてまいりました。 

   また職員の資質向上のため、各種研修会や講演会に参加をし、研修会で得た知

識、技術の共有化に努めました。館内研修も行い職員の資質向上に努めてまいりま

した。 
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                 平成２平成２平成２平成２3333年度年間業務歴年度年間業務歴年度年間業務歴年度年間業務歴                                                                

  

  

4 月 ミニ企画「春がきた」 

  ブックスタート 

  図書館養成講座は講師派遣 

  ＨＰリニューアル開始 

  春のおななし会 

5 月 ミニ企画「田んぼ」 

  ブックスタート 

  開館記念行事開催（としょかんまつり） 

   ・読書感想画展示  

   ・リユース 

   ・宮沢賢治の世界 

   ・「おおきなかぶ」によるおはなし会 

  山本作兵衛記憶遺産登録記念企画 

6 月 ミニ企画「かこ さとし」 

  ブックスタート 

  防災訓練 

7 月 平和学習図書展示・貸出 

  指定・課題図書展示・貸出 

  ブックスタート 

  市民ギャラリー（試行） 

  おはなし会 

8 月 平和学習図書展示・貸出 

  指定・課題図書展示・貸出 

  ブックスタート 

  山本作兵衛炭坑画（複製）展 

  おはなし会 

  築上西高校インターンシップ受入 

9 月 ミニ企画「アジアを知ろう」 

  ブックスタート 

  1Ｆ企画「地図で見る豊前」 
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  おはなし会 

  千束中学校職場体験受入 

  横武小学校見学 

  「豊前語り部の会」によるおはなし会 

  行橋市図書館にてＢＭ展示 

  ＨＰリニューアル完了 

10 月 ミニ企画「児童文学賞受賞作品展」 

  ブックスタート 

  2Ｆ企画「北杜夫追悼展」 

  八屋小学校見学 

  児童書の細分類、マーク書き換え終了 

  読書週間記念企画 

   ・「児童文学賞受賞作品展」 

   ・リユース 

   ・おはなし会 

   ・1 日図書館員 

11 月  ・県政出前講座「福岡県の絶滅危惧種たち」 

  ブックスタート 

  おはなし会 

  八屋中学校・角田中学校職場体験受入 

  三毛門小学校見学 

  蔵書点検 

  備品点検 

12 月 ミニ企画「クリスマス」 

  ブックスタート 

  「おおきなかぶ」によるおはなし会 

  おはなし会 

  祝日開館開始 

1 月 ミニ企画「東日本大震災」（豊前応援団体ＳＴＥＰパネル展） 

  ブックスタート 

  2Ｆ企画「世界経済を考える」 

  おはなし会 

2 月 ミニ企画「館員おすすめの本」 
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  ブックスタート 

  「豊前語り部の会」によるおはなし会 

  2Ｆ企画「経済小説」 

  おはなし会 

3 月 ミニ企画「卒園・卒業に贈る本」 

  1Ｆ企画「東日本大震災」 

  2Ｆ企画「社会派小説の世界」 

  おはなし会 

  新移動図書館車納車 
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平成２平成２平成２平成２3333 年度年度年度年度    基礎的数値および記録基礎的数値および記録基礎的数値および記録基礎的数値および記録    

   

蔵書数       89741 視聴覚資料雑誌は除く 

蔵書構成数 別掲   

（うちＢＭ積載数） (3420)   

年間除籍数 211  雑誌は除く 

年間受入数 7347   

年間受入雑誌タイトル数 71 種 購入分のみ 

年間受入新聞タイトル数 6 種 購入分のみ 

貸出人数 31363   

登録者数 17540  

(うち市内登録者数) (16069)   

有効登録者数 3720  

貸出数      121134   

(うち市内貸出数) (97326)   

(うちＢＭ貸出数) (15330)   

貸出構成数 別掲   

市民登録率 58.4%   

市民一人当たり貸出数 3.53   

市民一人当たり蔵書数 3.45   

団体登録数 43   

(うち学校向け配本対象校)  別掲 

(うち公民館等配本対象施設)  別掲 

ＢＭステーション数 34 別掲 

年間予約件数 1385   
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他館相互貸借数 借受 440   

他館相互貸借数 貸出 345   

館内ＯＰＡＣ設置数 3   

参考業務数 32   

接続データベース ヨミダス文書館（読売新聞記事データベース) 

保存新聞 読売新聞 京築版 

朝日新聞 （京築面のみ） 

毎日新聞 （京築面のみ） 

西日本新聞 （京築面のみ） 

保存雑誌 文芸春秋  中央公論  

館内配布広報紙 １２回   

ＢＭ用広報紙 １２回   

開館日数 281   

豊前市人口(２３年３月時) 27506  
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H23蔵書構成比(一般)
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H23蔵書構成比(児童書)
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H23貸出比率(BM、団体貸出を含む)
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学校団体貸出対象校学校団体貸出対象校学校団体貸出対象校学校団体貸出対象校    

月１回各学年学級４０冊を配送 

三毛門小学校 黒土小学校 横武小学校 

合岩小学校 角田小学校 山田小学校 

宇島小学校 角田中学校   

  

公民館等団体貸出公民館等団体貸出公民館等団体貸出公民館等団体貸出    

３月に１回各館１５０冊程度を配送 

黒土公民館 横武コミュニティセンター 働く婦人の家 

合河公民館 角田公民館   

  

ＢＭステーション一覧ＢＭステーション一覧ＢＭステーション一覧ＢＭステーション一覧    

月２回訪問 

幼稚園･保育園幼稚園･保育園幼稚園･保育園幼稚園･保育園    

清和保育園 清高保育園 宇島保育園 

さくら乳幼児園 りとるぱんぷきんず ちづか保育園 

みのり保育園 ほほえみ保育園 松若保育園 

  

小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校小学校・中学校    

合岩小学校 山田小学校 宇島小学校 

三毛門小学校 千束小学校 横武小学校 

黒土小学校 角田小学校 大村小学校 

合岩中学校 角田中学校   

   

施設等施設等施設等施設等      

豊前アニマノ ケアハウスさくら なごみ園 

総合福祉センター 亀保の里 大川病院 

望海荘 あごら 向陽荘 

   

公民館・地区ステーション公民館・地区ステーション公民館・地区ステーション公民館・地区ステーション     

三毛門地区 横武コミュニティーセンター 挟間地区 

合河地区 鬼木地区 四郎丸団地 
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豊前市立図書館へのアクセス 
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