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豊かな市民生活を育む新杵築市立図書館の建設にむけて 

 

 図書館は、「職員」「資料」「施設」の３つの要素から成り立っています。施設と

していかに立派な図書館が建設され、そして豊富な資料が収集されても、それだ

けでは図書館として十分ではありません。利用者にさまざまなサービスを提供で

きる職員の役割も大きいのです。図書館は単なる建物ではなく、職員に相談すれ

ば、個人でも商店でも、どんな団体でも資料や情報を提供できる拠点として、「図

書館に行けば全てが分かる」といえる図書館が理想なのです。 

 杵築市の図書館は 1911 年（明治 44 年）の「梅園文庫」に始まり、今年で 101

年目に当たり、全国でも有数の伝統をもっているそうです。ところが、現在の図

書館は 1978 年（昭和 53 年）に建設されたもので、床面積は狭く、2 階部分にあ

り、非常階段は無く、車椅子やベビーカーの人はまったく利用が出来ないものに

なっています。書架と書架の間隔も一人が通れるのがやっとです。そんな不便な

利用状況の中で、平成 22 年度に「杵築市立図書館整備基本計画検討委員会」を立

ちあげ、23 年 2 月に「提言書」を教育長に提出する運びになりました。 

 建設用地については、杵築中学校が現在地での建て替えが決定したため、急遽、

市立図書館の移転新築が決まりました。建設予定地は、財政的なこともあり、市

の所有地の中から２ケ所の候補地を選定しました。 

その流れを受け、平成 24 年 8 月 1 日に 10 名の委員で新図書館建設基本計画策

定委員会が設立されました。基本計画の策定に当たっては、23 年 2 月に提出した

「提言書」を踏まえ､10 回に及ぶ討議を経て「基本計画」を策定しました。 

 現市立図書館は民俗資料館と併設されておりますが、民俗資料館は図書館とは

性質が異なるため、分離の方向で、図書館単独の建設を確認しました。とくに、

委員全員の強い要望は、新図書館建設のための「準備室」を早急に立ちあげてほ

しいということです。本委員会の意向を十分に反映して、杵築市民の生活を豊か

にするような図書館建設を望みます。なお、今後山香図書室や大田図書室につい

ては分館として整備充実を図るよう要望します。 

 

 

新杵築市図書館建設基本計画策定委員会 

委員長  小 城 尚 文 
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新杵築市立図書館建設基本計画  

 

          新杵築市立図書館建設基本計画策定委員会   

 

 

１  新杵築市立図書館建設の基本的考え方  

 

昭和 53（ 1978）年に開館した杵築市立図書館は、築 35 年を経て老朽化し、

手狭で、構造上の不便さに加え、住民の求める資料・情報を速やかに提供す

るという図書館本来の機能を果たしているとは言えない状況になっている。 

 杵築市立図書館の現状は、「図書館要覧」（平成 24 年度版）によれば、本

館も山香図書室も大田図書室も、施設設備は不十分で、蔵書冊数、貸出冊数、

登録者数、職員数など極めて貧弱な図書館であることを如実に物語っている。 

これらのことは、図書館が本来の機能を遂行しているとは言えず、住民へ

の図書館サービス、子どもの読書活動推進、学校教育支援、生涯学習活動推

進、類縁機関との連携、文化諸団体等との連携・支援にも十分貢献していな

いことを実証している。また、地域の情報拠点としての役割はほとんど果た

せていない。  

そこで、「杵築市立図書館整備基本計画検討委員会」並びに「新杵築市立

図書館建設基本計画策定委員会」では、杵築市立図書館の現状と課題を明ら

かにし、どこを改革すれば、これからの時代の要請に応えていくことができ

る図書館を創ることができるか、という命題のもとに検討を重ねてきた。ま

ず、平成 23 年 2 月 28 日「杵築市立図書館整備基本計画に関する提言書」を

杵築市教育長に提出、同 3 月 11 日に教育委員会に説明した。  

引き続き平成 24 年 8 月 1 日、「新杵築市立図書館建設基本計画策定委員会

設置規則」により“新図書館の建設及びその整備に関し調査検討し”“建設

の指針となる基本計画を策定する”ことになり、委員会（全体会）を 10 回、

小委員会を 11 回開き、項目を追って策定作業を進めた。  

策定にあたっては、当面新杵築市立図書館の建設のみにとどめ、厳しい財

政状況により経費削減を求められている現実にも目を向け、杵築市の特色を

活かし、かつ住民が誇りに思う図書館をいかにして創出していくかを中心に

鋭意議論を進め、新杵築市立図書館建設基本計画をまとめた。
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（１） 現杵築市立図書館の現状  

 

① 概要 

 

 杵築市立図書館 山香図書室 大田図書室 

延べ床面積 延べ床面積 802㎡ 

うち図書館部分 360㎡ 

360㎡ 77㎡     

蔵書冊数 

(平成 23年度末) 

56,159冊 10,665冊 

 

4,204冊 

 

平成 23年度分 杵築市立図書館 山香図書室 大田図書室 

開館日数 317日 317日 277日 

年間利用者数 13,817人 2,604人 82人 

年間貸出冊数 63,867冊 9,681冊 206冊 

住民一人当たり 

貸出冊数 

2,83冊 1,25冊 0.13冊 

登録者数 4,499人 198人 11人 

登録率 20% 12,4% 3,7% 

職員数 庶務 2名 

図書館サービス業務 

3名(15日勤務 1名) 

うち司書数 3名 

図書館サービス 

業務 1名 

（土日委託 1名） 

うち司書数 1名 

公民館職員が兼務 

図書購入費 3,800,000円(山香図書室、大田図書室含む) 

 

② 分掌 

管理係 

予算の編成に関すること 

施設・設備の管理・運用に関すること 

資料の保存管理に関すること 

講座・教室に関すること 

学校教育・社会教育団体・その他の学習に必要な各資料の利用に関すること 

予算の執行・経理及び決算事務に関すること 

備品の管理・利用に関すること 

公文書の管理・受発・保管に関すること 

公印の保管に関すること 

広報に関すること 
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図書係（杵築市立図書館） 

図書の利用に関すること 

図書・記録・その他必要な資料及び調査研究に関すること 

レファレンス・サービスに関すること 

資料の分類・登録・配架・目録作成等に関すること 

読書会・講演会・研究会・映写会の開催に関すること 

読書相談に関すること 

相互貸借に関すること 

配本所の設置等・団体文庫に関すること 

図書館の利用統計に関すること 

視聴覚教育及び機材設備に関すること 

学校・公民館等連絡調整に関すること 

漢籍・古文書の整理・調査・研究に関すること 

文化財・郷土資料等の利用に関すること 

 

図書係（山香図書室・大田図書室） 

図書の利用に関すること 

相互賃借に関すること 

 

民俗資料館係 

予算の編成に関すること 

施設・設備の管理・運用に関すること 

資料の保存管理に関すること 

各資料の保存管理に関すること 

資料の収集・展示・調査・研究に関すること 
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２ 新杵築市立図書館建設の理念 

     

 

― 「図書館法」「これからの図書館像」『市民の図書館』や 

先進各図書館の理念・運営、住民の要望を大切に ― 

 

 

『市民の図書館』の理念を守り、地域住民に役立つ図書館を 

 

 

 図書館の基本的な機能・役割は、住民が求める資料・情報を提供することを第一に考えて図

書館サービスを充実させることである。このことにより、身近な図書館から多くの人が知りた

いことを知り、考え、理解し、共感し、つながり合うことができるようになる。利用者の共感

は輪となって広がり、図書館は活気に満ち、賑わい、くつろぎ、心地よさを                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

生む。特に、貸出冊数を伸ばす、子どもへのサービスを充実させる、全域サービスをめざすと

いう『市民の図書館』（日本図書館協会、1970年）の三大目標の達成は、過去の図書館のあり

方、図書館サービスを大きく変えることになった。 

 

新杵築市立図書館が全力を挙げて取り組むべき最大の課題はここにある。その上で時代の変

化に対応できる機能と役割を有し、地域や住民の役に立つ図書館として建設する。また、山香

図書室、大田図書室を明確に分館として位置づけ、新杵築市立図書館は３館の中心となり地域

の情報拠点である図書館となることをめざす。 

 

一方、現代社会は高度情報化、少子高齢化、国際化が進み、生活様式や学習形態も多様化し、

図書館の役割、求められるものも大きく変わってきた。資料の電子化、蔵書検索システムの進

化、多様化した情報の入手・提供、電子情報の活用など、これからの図書館は地域の情報拠点

としての役割を担うことが強く求められる。 

また、「どんな図書館でも孤島ではない」「どんな図書館でも独り立ちできない」と言われて 

いるように、自館の能力だけでは住民のすべての要求には応えられない。 

図書館間の相互協力、相互貸借、文献複写による相互貸借相互提供、分担保存などリソース

シェアリング1（資料の分かち合い）の精神で図書館運営をする時代でもある。杵築市立図書

館も相応の役割を果たしていかなければならない。 

 

 

 

                                                   
1 リソース・シェアリング 複数の図書館が個々の館の経費削減やサービスの向上を目的として､図書館ネットワークを形

成し、書誌情報などの図書館資源の共有を図ること。 
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ぜひ実現したい「これからの図書館像」 

 

 文部科学省の「これからの図書館像」（2006年）は＜役に立つ図書館へと変わっていくた

めに必要な機能＞として以下のように述べている。（概略） 

 

（１）住民の生活、仕事、自治体行政、学校、産業など各分野の課題解決を支援する相談・

情報提供の強化 

    ○ 相談専用窓口の設置と適切に対応できる職員の配置 

    ○ 相談内容のデータベース化・公表・共有・集約 

 

 （２）図書館のハイブリッド化 

―印刷資料とインターネット等を組み合わせた高度な情報提供― 

○ パソコンの整備、ネットワークへの接続、商用データベースの活用、蔵書横断検

索システムの整備、図書館ホームページの開設 

 

 （３）学校との連携による子どもの読書活動の推進 

    ○ 広報協力、会場提供、資料搬送サービス、相互貸借等を通じた全域サービス 

 

（４）行政・各種団体等との連携による相乗効果の発揮 

    ○ 広報協力、会場提供、資料搬送サービス、相互貸借等を通じた全域サービス 

 

 （５）これらの機能を発揮するために必要な図書館運営の改革 

○ 職員の意識改革・資質・能力の一層の向上、積極的な広報、利用者の視点にそっ

た弾力的運営 

 

  新杵築市立図書館が以上のような機能や役割を十分果たせるように建設を進め、文化教養

型図書館としての機能に加えて、問題解決、地域支援、地域情報の拠点となり、住民交流を

重点に置く図書館として開館することをめざす。  
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３ 新杵築市立図書館に必要な機能とサービス 

 

（1）だれでも、いつでも、どこにいても、すべての住民に開かれた図書館 

  

① 本館だけでなく、山香、大田各分館の整備充実を図り、情報の格差をなくし市内全域

サービスをめざす図書館 

② 入りやすく、ゆっくり、くつろげる滞在型の図書館 

③ 借りる、返す、見る、聞く、調べる、会う、会議に出る、ボランティア活動をするな

どさまざまな目的で利用する図書館 

④ バリアフリーで安心して利用できるユニバーサルデザインの図書館 

⑤ 図書館の諸サービスを分かりやすく伝える広報活動をする図書館 

⑥ 分からないこと、知りたいこと、調べたいことなど、何でも、やさしく、ていねいに

応対する図書館（レファレンス・サービス） 

 

(2)住民の要望に応えるように多種多様な蔵書を有し、利用に供する図書館 

 

① 杵築市立図書館資料収集方針に基づき選書し提供する図書館 

② 杵築市や近隣市町村に関する郷土資料・地域行政資料、ファイル資料2などを積極的に

収集し提供する図書館 

③ 市民のニーズ・リクエストにできる限り応える図書館 

 

 

（3）子どもが読み、調べ、集い、学び、交流し、育つ図書館 

  

① 保育園・幼稚園・学校図書館との連携、支援を進め、子どもの読書活動推進を図る図

書館 

② 保育園・幼稚園・学校・家庭と連携し読書環境を整え、家庭での読書を推進する図書

館 

③ 学校図書館とのシステムの統一を図る図書館 

④ 子どもを中心にした図書館行事を開催し、発表や交流を図る図書館 

⑤ 子どもの情報活用能力の向上のため「調べ学習」「問題解決学習」を支援する図書館 

⑥ 「子ども司書」や「体験学習」の希望者を募り、図書館を知ってもらう、体験しても

らう取り組みをする図書館 

⑦ ブックスタートを支援する図書館 

 

                                                   
2 ファイル資料 パンフレットやリーフレット、新聞・雑誌などの切り抜き、写真などの形態も一定でなく散逸しやすい資

料を一定の主題ごとにファイルしたもの 
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（4）高度情報化時代にふさわしいハイブリッドな図書館 

 

① 図書・雑誌などの印刷資料と電子資料を組み合わせて利用できる図書館 

② 印刷資料と電子情報などを図書館１か所で利用できるワンストップ・サービス3の図書

館 

③ 杵築市立図書館ホームページを充実させ、地域のポータルサイトをめざす図書館 

④ 総合目録のデータベース化、横断検索業務のオンライン化などを進める図書館 

⑤ 電子メールによるレファレンスができる図書館 

⑥ パソコンコーナーを充実・増設し、活用を推進する図書館 

⑦ 情報活用能力向上のための研修会の開催や職員研修を実施する図書館 

⑧ 視聴覚資料を館内利用できる図書館  

 

（5）高齢者や障がい者、遠隔地の図書館利用が困難な人たちにやさしく、ゆき届いた

サービスをする図書館 

 

① 配本車の運行、宅配サービスなど、全域サービス・アウトリーチサービス4を実施する

図書館 

② 図書館ボランティアの活動の輪を広げる図書館 

 

(6) 地域の歴史・文化・産業等の特性を活かし、地域発展に寄与する図書館 

 

① 地域資料を保存し、利用に供するため杵築・山香・大田各地域の関係機関、文化団

体、保存会、協同組合等に協力を働きかけ、収集を進める図書館 

② 収集した貴重な資料をデータベース化して保存し、提供する図書館 

③ 研修会、講演会、発表会、句会などの会場として利用できる図書館 

④ 絵画や書、写真などの作品展の開催を可能にし、展示場として利用できる図書館 

⑤ 駐車場などを活用して地域の産物の即売会、青空市場、フリーマーケットなどの開

催を支援する図書館 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 ワンストップ・サービス 一度の手順で必要なことすべてを完了できるように設計されたサービス。様々な行政サービス 

4 アウトリーチサービス 図書館のサービス・ポイントから比較的遠い地域に住む人々、あるいは高齢者・病人・障がい者

など何らかの理由で図書館を訪れることのできない人々のために図書館側から出向いて行うサービス 
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（7）専門職員がゆき届いたサービスをする図書館 

 

① カウンターやフロアでのコミュニケーションを大切にし、利用者のサポートをする図

書館 

② 資料にくわしい専門職員がやさしく、適切にアドバイスする図書館 

③ 図書館運営、図書館サービスを工夫し、地域の人に積極的に利用を働きかける図書館 

④ 館内に活気、心地よさ、温かい雰囲気が広がるよう取り組む図書館 

⑤ 職員相互が研修に励む図書館 

 

(8) 他の図書館と協力し、資料を有効に活用することに努める図書館 

   

① 個々の図書館が互いに不十分な面を補い合う図書館 

② 経費や労力の重複を防ぎ、図書館サービスの改善につなげていく図書館 

③ 他館と資料を分担保存する図書館 

④ 他館と相互に援助し合う図書館 

 

（9）杵築市民、市役所の行政各部局、文化団体、類縁機関等と連携・協力する図書館 

 

① ボランティア、図書館サポーターの活動など住民参加・協働を大切にする図書館 

② 市役所の各部局・団体・機関等の地域・行政資料を収集し、提供する図書館 

③ 地域の諸行事を支援する図書館 

   

（10）不測の事態や自然災害等の発生に対して予防策を講じた安心して過ごせる図書館 
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４ 新杵築市立図書館サービス網計画 

 

（１）杵築市全域サービス 

 

① 山香分館・大田分館の資料の充実 

本館だけでなく山香分館・大田分館の資料も十分ではないため、分館の資料増を進め

ながら、不足する資料は補完できるよう整備充実を図る。 

 

  ② どこに住んでいても資料・情報が届く地域のサービス網計画 

図書館サービス網を作り、地域毎のサービス・ポイントを中心に情報格差の解消に努

める。各小中学校の学校図書館、幼稚園、保育所、公民館等とのネットワークを進め、

サービスの充実を図る。配本車や自動車図書館運行により市全域に図書館サービスが

届くように努める。 

 

 

新杵築市立図書館サービス網計画(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・５ 杵築市立図書館サービス網計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）杵築市全域へサービスを 

 

①� 山香図書室・大田図書室の資料の充実 

 

 （いい文を考えてください。） 

 

  ② どこに住んでいても等しく図書館サービスを受けられるように、地域への「サー

ビス網計画」を作ります。 

図書館サービス網は、地域毎に考えられるサービス・ポイント（分館や配本施

設）などのネットワークだけではなく、図書館サービスそのものをどのように市

の隅々まで届けられるかという、機能としてのサービスのネットワーク構築を目

指します。 

各小中学校の図書館や保育所、地区公民館、高齢者や体が不自由な人、交通手

段がなく、図書館に来ることのできない人などのために宅配サービスを推進しま

す。また、ＢＭも視野に入れつつ、市全域に行き渡るようなサービス網を計画し

ていきます。 

それに伴い、各小中学校の図書館や公民館とのネットワーク化を進め、いつで

も、どこからでも、格差のないサービスが及ぶように計画を進めます。 

 

以下、図式化すると次のようになります。 
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    ５ 新杵築市立図書館の規模、レイアウト(案)  

  

（1） 図書館の構成 

 

① 導入エリア  エントランスは人と人との「出会いの場」「語らいの場」 

          軽食が可能な場所を設ける 

入口 段差に注意 点字ブロック 風除室  

車いすが通過しやすい開閉速度のドア  

入口近くに車いす ベビーカー  

傘立て（雨天時以外は収納） 

ホール（集会室） 100 名程度収容可能 映写会・総会など多目的使用可 

くつろぎコーナー 

(飲食可) 

自動販売機 テーブル 

分別ゴミ収集箱 モバイルボックス 

展示・掲示コーナー 壁面等の有効活用 地域情報や新着本展示など 

 

② 開架エリア 多様な閲覧スペースを工夫し用意する 明るさを考慮する 

  一般開架スペース （一般向け資料の開架スペース） 

閲覧コーナー 書架の高さや材質、書架間隔 

明るさ 表示 平置き ブックエンド 配本  

返本台 記載台 机 椅子 キャレル 

館内案内 機能に応じた床 

地域行政資料コーナー 資料  収納家具 閲覧台 検索用パソコン 

壁面に 壁面ポスター掲示板 

参考図書コーナー 低書架 

閲覧机 椅子 

新聞雑誌コーナー 閲覧用台 

バックナンバー保存書架 

表示版 机 椅子  

視聴覚ブース 1人掛け４席 ２人掛け３席 3人掛け１席  

パソコンコーナー インターネットやデータベース検索８席 

学校図書館 

支援コーナー 

学校間交流 情報交換 学校図書館向け資料 

伝達連絡ボックス設置   

カウンター 「かえす」「かりる」「たずねる」の３つのカウンター設置 

カウンター背後の壁面活用 
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③ 児童スペース 乳幼児から小学生までを対象 

          年齢に応じた場所の設定 身長に応じた書架、椅子、テーブルの高さ、 

          床への配慮 一般開架とのつながり 

     絵本書架 表紙見せ書架 紙芝居立て 親子席など 

閲覧 

コーナー 

絵本 

コーナー 

絵本 テーブル 椅子 親子席 

友達や親子いっしょに楽しめる場所 

児童 

コーナー 

児童書 椅子 机 調べ学習用図書・資料 

友達や親子いっしょに楽しめる場所 

おはなしのへや 夢のある部屋 周囲に音が出ないように閉じた部屋  

紙芝居用具などの収納 くつ置き 照明の工夫 

子どもトイレ 犯罪防止に配慮 親子トイレ 

授乳室、育児室 おむつがえスペースの確保 ポット 椅子 テーブル 

YA (ヤングアダルト) 

コーナー 

   中高生向けの図書・資料 のコーナー 

この世代の特性を十分考慮した図書・資料   

グループで語り学べる場 

 

④ 集会・展示部門 

 

⑤ 共用 通路 

 

⑥ 管理運営のためのエリア 

 

 

研修室 10 名規模・30 名規模各 1 室  20 畳規模の和室 1 室 

学習席 主として中高生のための学習席 20 席 

展示室 気軽に個人の展示会などができる可動するスペース 

ボランテイア室 打  10 人程度が使用 打ち合わせや作業部屋  

コンセント 水場 収納庫  

対面朗読室 

録音室 

朗読 録音 対面朗読 音に配慮   

録音機器 

トイレ 障がい者用 一般用 親子用 

階段・廊下  

事務スペース・会議室 カウ    カウンター裏  

作業室・印刷・製本室 受入  受け入れ作業  広さ・車付き 大型のゴミ入れ 必要家具 書架 

機械室  
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⑦ 保存のためのエリア 

 

⑧ スタッフル－ム 

ラウンジ リフレッシュ空間 給湯室  簡易台所  畳の小部屋 

更衣室・ロッカー  

職員用トイレ  

 

⑨ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 BDS Book Detection System 無断帯出防止装置 

 

閉架書庫 

公開書庫 

一部公開書庫 

古文書室・燻蒸室  

２F 倉庫   

新聞・雑誌保存庫   

書架・家具 高さ 素材 形態 機能別 関連諸家具 平置き 返本台 

机・椅子 机 テーブル キャレル ソファー ブース 所持品置き場  

高齢者・障がい者・幼児への配慮 素材 高さ  

床 絨毯(音が出ない) 湿気対策 場所別 素材 色彩 消耗 メンテナンス 

危機管理 緊急時 高齢者・障がい者・幼児への配慮 非常口 災害時 危機管理 

死角への配慮 盗難防止 盗聴防止 

照明 照明 採光 図書の変色への配慮 800～1000 ルクス 書架の上部と下部  

自然採光 

サイン 

（表示・掲示） 

案内 指示 説明 大きさ 色彩 誘導 識別  

空調   効果、費用に配慮 自然風の採取 

BDS 5 圧迫感の無いもの 

カウンター  形態は 3 分割 高さや背後にも注意 
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（2） 規模 

 

① 建設場所「杵築市立図書館整備基本計画検討委員会」の提言を踏まえて検討した結果 

     下記の要件により旧消防署跡地周辺が望ましい。 

  

     ・交通アクセスが良い 

     ・誰にでも分かりやすい 

     ・子ども・高齢者・障がい者の安全が確保できる 

     ・明るく開放的で環境条件が良い 

     ・敷地が広く、設計の自由度が高い 

     ・十分な駐車スペースが確保できる 

     ・新市の文化ゾーンを形づくる核となり得る 

 

② 形状及び広さ 緑を取り入れた憩いの空間となる広さとそれが確保できる場所 

      かつ、低層建築であること    

        

③ 規模   床面積 2,605 ㎡ 

 

④ 構造   城下町の景観を損なわないこと   

      利用者ゾーンはバリアフリーであること 

 

  ⑤ 駐車場  50 台程度駐車可能なこと 駐輪場も設けること 

 

(３)所蔵能力・数値目標・職員数等 

 

  ① 数値目標 

 

L プラン試算6 

人口 延べ 

床面積 

蔵書冊数 開架冊数 資料費 

(円) 

年間増加

冊数 

図書購入費 

(円) 

職員数 

23,000 人 

杵築地域 
1,680 ㎡ 98,500 冊 78,150 冊 18,840,000 8,970 冊 13,455,000 8 人 

32,000 人 

全杵築市 
2,180 ㎡ 130,600 冊 100,980 冊 24,720,000 11,500 冊 17,250,000 11 人 

 

                                                   
6 Lプラン 図書館による町村ルネサンス Lプラン 21―21 世紀の町村図書館振興をめざす政策提言: 日本図書館協会町村

図書館活動推進委員会 
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(参考) 水巻町立図書館の数値 人口 30,400 人 

延べ床面積 職員数 蔵書冊数 開架冊数 資料費 

3,589,58 ㎡ 

2,394,38 ㎡（図書館部分） 

正規 ２名 

臨時１２名 

（うち司書数９） 

16 万冊 13 万冊 13,188,3224 円 

 

新杵築市立図書館目標数値 

延べ床面積 職員数 
スタート時 

蔵書冊数 
収容能力 

雑誌 

購入種数 

新聞 

購読 

紙数 

年間資料費 

(分館分含む) 

2,605 ㎡ 8 名 10 万冊 18 万冊 60 種 10 紙  10,000,000 円 

 

②職員体制 

                   選択・発注・受入 

   資料              修理・製本 

                   書庫管理 

                    

 

                   一般 

   貸出・読書案内         子ども 

                   視聴覚資料 

                     

館長 

     調査・相談           地域資料・行政資料 

     学校との連携          学校司書部会との連絡・調整 

                     調査・研究支援 

                     園・小中学校との連絡・調整 

                

                                                                  

                   他機関との連絡 

                   広報 

   職員研修            図書館協議会・職員研修 

                    読書グループとの協議 

                   地区公民館・市各部局との連絡 

                    

   庶務                      庶務・経理・施設管理 
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 ６ 新杵築市立図書館建設を成功させるために 

 

（１）図書館建設準備室の開設 

 

  図書館建設は、住民への図書館サービスのための器としての建物だけではなく、図書

館サービスそのものを創り出すものである。したがって、図書館建設を成功させるため

には、住民の声を十分取り入れた基本構想を決定の後、速やかに図書館建設の具体的作

業に入り、十分な時間をかけて施設・設備・資料・職員等の図書館建設全体を見通した

詳細な計画立案をする図書館建設準備室の設置が絶対の条件である。 

  当委員会では当初から図書館建設準備室を一日も早く設置するよう要望してきた。準

備室を中心に本基本計画を十分に活かし、開館に向けた諸準備を滞りなく進めていくこ

とを切に願うものである。 

 

① 図書館建設準備室の主な業務案 

  

   a  先進図書館の調査・資料収集      f  利用登録・パンフレットなどの作成 

   b  条例・規則案の作成                    g  設計者との打ち合わせ 

  c  図書館サービスの実施計画       h  備品などのリストアップ 

  d  職員の確保と事前研修         i 広報活動 

 e  図書等の購入             j  その他 

 

（２） 設計者及び建設業者の選定にあたって 

 

    図書館建設にあたっては、先ず図書館が有すべき理念・機能やコンセプトを実現す 

るものでなくてはならない。その上で図書館建設は、建物、施設・設備等の建設のみ 

ならず高度情報化時代の図書館システム並びに資料情報の提供などの多様多彩な機能

を備えていなければならない。 

 《杵築市の誇り、杵築市の顔 住民みんなの図書館》としての品位が要求される 新 

杵築市立図書館を建設するに際しては、設計者の建築観、図書館に対する理解、設計の 

考え方・進め方、設計担当者とチームの構成、これまでの実績などから総合的に判定す 

るプロポーザル方式の採用が望ましいと考える。 

 

a  2,000 ㎡以上の図書館建設の経験・実績があること 

    b この新杵築市立図書館建設基本計画の実現を目指し、図書館開設準備室と十分協

議しつつ建設を進めること 
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（３）新杵築市立図書館設計上の留意事項 

 

新杵築市立図書館の設計・建設については、新杵築市立図書館建設基本計画策定委員会でも

強く要望したとおり、新杵築市立図書館建設準備室を設置し次の点に留意し建設を進めること。 

 

① 利用しやすく、安全で開放的なユニバーサルデザインを取り入れた図書館 

    a 入りやすく、親しみやすい、安全第一のフラットな施設 

    b 資料が探しやすい 

    c 配置替え、模様替えしやすい 

    d 管理がしやすい 

 

② 安らぎ、ぬくもりを感じる快適な施設 

    a 周辺の環境に調和したデザイン 

b 外観は落ち着いたデザイン 

      c 館内は落ち着いた色調を基調とし、温かみのあるデザイン 

     d  諸家具、壁面、ひさし(小屋根) に配慮 

 

③ 省エネなど環境に配慮した施設 

     a 自然採光や自然換気の工夫、直射日光は避ける配慮 

     b LED 照明器具を採用し、適正なルクスの確保、省エネ化 

     c 外壁、屋根、ひさし（小屋根）太陽光パネル設置により省エネ化 

 

④ 建物周辺の整備 

     a 自然を活かしながら、植栽により利用者が憩うことのできる緑豊かな空間 

     b 駐車場・ 駐輪場 

 

⑤ 映写可能な装置等を備えた視聴覚ホール    

a  障がい者や高齢者に配慮し 100 人程度収容 

b 大きな集会・会議の開催が可能 

c 多彩な行事に対応できるように多目的利用ができる 

 

⑥ 学習席 

   a  主として学習できる 20 人程度利用可能な席 
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 ７ 新杵築市立図書館配置概念略図  

屋外読書スペース

テラス

サービス
カウンター
案内・貸出

事務室・印刷室・作業室
スタッフラウンジ

朗読室
学校図書館
連携スペース

児童図書

公開書庫

地域資料
行政資料

グループ室１

※この図はスペースの概略を表したもので、配置を示す
ものではない。

一般開架

ボランティア室

機械・電気

倉庫 閉架書庫 古文書収蔵庫・燻蒸室

新聞・雑誌
保存庫

情
報
・
展
示

エントランス

おはなしの
部屋 くつろぎ

スペース
トイレ

畳の部屋

グループ室２

2  F

テ
ラ
ス

親子トイレ 授乳室

学
習
席

絵本

1  F

ホール

新聞 ・雑誌

YA
ＡＶブース

ＰＣコーナー
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各スペースやコーナー等の広さ      

 場所 広さ（㎡） 各スペース計(㎡） 

 

 

 

 

 

一般 

一般開架（閲覧机等含む） 650 

 

 

 

   990㎡ 

 

   

畳の部屋 30 

参考・地域 ・行政資料室 100 

新聞・雑誌 40 

グループ室１（小） 20 

グループ室２（大） 40 

ボランティア室(収納込み） 30 

対面朗読室 10 

AVブース 50 

PCコーナー 20 

 

 

児童 

児童開架（閲覧机等含む） 250  

340㎡ 

 

おはなしの部屋 30 

YAコーナー 60 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

カウンター 40 

 

 

 

  1,275㎡ 

 

 

 

学校図書館との連携スペース 20 

事務室・作業室・トイレ 120 

新聞・雑誌保存庫 25 

授乳室 10 

トイレ（多目的含む） 70 

エントランス 50 

ホール 130 

閉架書庫(公開150 閉架250) 400 

くつろぎスペース 30 

機械室他 80 

展示室 40 

屋外読書スペース 80 

２F倉庫 80 

古文書収蔵庫・燻蒸室 100 

2,605㎡ 
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８ 新杵築市立図書館建設スケジュール 

        

 

建設スケジュールについては、今後、建設準備室が設置され、具体的なスケジュールが

決定されることと思うが、住民は、一日も早い開館を待ち望んでいる。 

同規模図書館の一般的な建設スケジュールは、設計に１年余り、建築工事に１年半、工

事完了から開館までに６ヶ月を要している。 

新杵築市立図書館建設に当たっては、設計段階から住民への説明会を開催し、住民、各

種団体と十分に協議し希望を活かすよう努めていただきたい。 
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  ９ 新杵築市立図書館建設基本計画策定委員会設置規則 

                   

新杵築市立図書館建設基本計画策定委員会設置規則 

                             平成２４年 ８月 １日 

（設置） 

第１条 新杵築市立図書館建設にあたり、建設の指針となる基本計画を策定するため、新杵築

市立図書館建設基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、新図書館の建設及びその整備に関し調査検討し、基本計画を策定するもの

とする。 

（組織） 

第３条 委員会は１０名以内をもって組織する。 

 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

   （１）社会教育関係者 

（２）学校教育関係者 

（３）家庭教育関係者 

（４）その他教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、新杵築市立図書館建設基本計画が策定されるまでの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選により選出する。 

 ２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

  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。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。 

 ２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

  ３ 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ  

る。 

 ４ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞  

くことができる。 

（事務） 

第７条 委員会の事務は、市立図書館において処理する。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の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、公布の日から施行する。 
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10 新杵築市立図書館建設策定委員会開催状況 

     

 

日 時 会 議 名 内           容 

平成24年 

 7月5日 第1回小委員会 今後の進め方について 策定までの計画 

 8月1日 

 

第1回委員会 委員長、副委員長選出 今後の委員会の進め方協議  

図書館整備基本計画に関する提言ついて3名が報告 

 9月4日 第2回委員会 水巻図書館視察研修事前学習 策定員会進め方について 

 9月21日 第2回小委員会 視察のポイントの説明 小委員会の今後の検討課題 

 9月27日 先進地視察研修 水巻図書館 13名 

10月2日 第3回委員会 水巻町立図書館視察報告 策定委員会今後の進め方協議 

10月29日 第3回小委員会 グループ別協議 

11月8日 

 

第4回委員会 小委員会での策定文書作成及び各部門ごとに担当者を決めるに至った経

緯の説明と承認 

新しい図書館サービスについて協議 

資料収集方針（案）検討 

   同日 第4回小委員会 グループ別協議 

11月26日 第5回小委員会 資料収集方針案 についての説明協議 

11月29日 第5回委員会 「心豊かな杵築っ子を育てる図書館(案)」の説明協議 

  同日 第6回小委員会 各項目に分かれて協議 

12月19日 

 

第6回委員会 「杵築市立図書館 資料収集方針(案)」 

「地域の活性化に役立つ図書館」の説明協議 

平成25年 

1月10日 

 

第7回委員会 「ハイブリッドな図書館」「他館や類縁機関とのネットワークを進め 

効率的に運営する図書館」についての 説明協議 

1月22日 第8回委員会 新図書館建設基本計画の素案検討 

2月8日 第8回小委員会 策定文案検討 

2月11日 第9回小委員会 策定文案検討 

2月21日 第9回委員会 策定文案検討 

2月25日 第10回小委員会 策定文案検討 

3月8日 第11回小委員会 策定文案検討 

3月11日 第10回委員会 策定文決定 教育長へ提出 
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１１ 同委員会 委員名簿 

 

 

新図書館建設基本計画策定委員名簿 

（順不同・敬称略） 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ＮＯ 所  属 氏   名 所属等 

1 社会教育関係者 田代 博一 社会教育委員 

2 学校教育関係者 花木 淳子 国語部会担当小学校長 

3 学校教育関係者 穐吉 文博 国語部会担当中学校長 

4 ＰＴＡ関係者(市 P連） 後藤 千草 田原小学校女性部長 

5 学校司書関係者 奥田 玉江 杵築小学校図書館司書 

6 学校司書関係者 亀井 洋美 杵築中学校図書館司書 

7 図書館協議会代表 船木 晴男 杵築市立図書館協議会長 

8 利用者代表 小城 尚文 新しい図書館を実現する会代表 

9 利用者代表（市読連関係者） 上田 美智子 杵築市読書グループ連絡協議会 

10 識見を有する者（大学教授） 得松  昭行 
元宇佐市民図書館長 

元別府大学講師 
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１２ 杵築市立図書館資料収集方針 

 

 

杵築市立図書館資料収集方針 

 

Ⅰ 基本方針  

 

１ 杵築市立図書館は、住民の知る自由を保障する機関として、住民のあらゆる資料要求に

最大限に応えるため、この資料収集方針に基づき、資料の選択および収集を行います。杵

築市立図書館は次の任務を果たすための資料を収集します。 

（１）すべての住民の知的関心に応えるためのサービスを提供します。そのために、リクエ

ストにはできるだけ応えるように努めます。 

（２）住民の地域活動、生活、仕事などに必要な資料・情報を収集し提供します。 

（３）住民の余暇活動を支援します。 

（４）住民の調査・研究を支援します。 

（５）杵築市の地域資料・行政資料を収集・保存・提供し、杵築市の歴史を未来に伝えます。 

 

2 情報・資料の収集は、図書館の基本機能であり、図書館運営・業務の中で最も重要なも

のの一つです。 

収集にあたっては、選書会議だけでなく、カウンターやフロアでの住民との対話・対応や

リクエストを大切にし、読みたい、もっと知りたい、調べたいなどの要望に応える資料を

積極的に収集します。住民の自由な学習や創造、娯楽や癒しに役立つ魅力ある充実した資

料の収集に努めます。 

 

3 組織的、体系的に資料の充実を図ります。各分野のバランスが適切になるよう調整を図

り、基本的な図書を中心に収集し、常に新鮮な状態を保つように配慮します。また、山香

図書室・大田図書室の資料は本館との間で調整し、効率的な貸出や保存を図ります。 

 

 

4 資料収集にあたって 

（１）基本的な考え 

① 多様な、対立する考えのある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く

収集します。 

② 著者の思想的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしません。 

③ 図書館員の個人的な関心や好みによって選択しません。 
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④ 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそ

れて自己規制したりしない。特定の機関や団体の宣伝となる資料は選定します。 

「図書館の自由に関する宣言」（日本図書館協会） 

⑤ 寄贈図書の受け入れにあたっても同様とします。 

⑥ 専門性の高い資料、高価な資料は県立図書館との相互貸借を有効に活用し提供する

よう努めます。 

⑦ 近隣図書館等との協力・分担制度により、効率的な蔵書構成を図ります。 

⑧ 住民からの要望・意見を歓迎するとともに、十分検討し蔵書に活かすようにします。 

⑨ 収集した資料の利用状況について図書館全体で分析・検討し、次の選書に活かすよ

うにします。 

（２）留意すること 

① 切り抜き、組立を目的に編集されたものは収集しません。 

② 書き込みを目的に編集されたものは収集しません。 

③ 人権またはプライバシーを損なう資料は収集しません。 

④ わいせつ出版物であるとの判決が確定したものは収集しません。 

⑤ マンガについては評価の定まったものを中心に、検討した上で収集します。 

⑥ 外国語図書については、利用度が高いと予想されるものを収集します。 

 

5 収集資料の選定 

収集する資料の検討は、利用者の要望等を十分考慮して、館内の選書会議において合議に

より行います。 

 

6 資料収集の方法 

（１）資料の収集は購入を基本とするが、寄贈、寄託、交換等も活用する。その場合におい

てもこの方針を適用します。 

（２）寄贈本の受け入れに際しては、所蔵の判断を図書館に委ね、廃棄もありうることを承

諾したものについてのみ受け入れます。 

 

Ⅱ 収集資料の種類 

 

1  図書（一般図書、参考図書、児童図書、青少年図書、その他） 

2  遂次刊行物（新聞、雑誌、その他） 

3  地域資料、行政資料 

4  官公庁出版物 

5  視聴覚資料 

6  電子資料（CD-ROM、DVD 等） 

7  障がい者サービス用資料 
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8  その他(マイクロフィルム、パンフレット、その他) 

 ※技術の進歩などによる新しい形態の資料については、その普及度、利便性、継続性を考慮

し、収集対象に加えます。 

 

Ⅲ 資料別収集方針 

 

1  図書 

（１）一般図書  住民の教養、娯楽、実用、調査、研究等に資するため、基本的、入門

的な図書のほか、必要に応じ専門的な図書まで幅広く収集します。 

 

（２）参考図書  日常的課題に応える辞典、事典、年鑑、名鑑、目録、書誌、地図等 

    幅広く収集します。 

 

（３）児童図書  児童が読書の楽しみを知り、よりよい読書習慣を形成するように、 

絵本・児童書については評価の定まったものを中心に、各分野の資 

料（紙芝居を含む）を幅広く収集します。学校図書館支援に役立つ資

料の収集にも努めます。 

 

① 発達段階に応じて正確で理解しやすい内容のものを各分野幅広く収集します。 

   ② 基本図書、推薦図書などの収集に努めます。 

   ③ 調べ学習、問題解決学習に対応できる資料を積極的に収集します。 

   ④ 学校・学校図書館との連携を密にし、教育課程の展開に寄与することができる資料 

を収集します。 

⑤ 内容が公正で、正確で、分かりやすい資料を収集します。 

⑥ 学校図書館の蔵書状況、活用状況などを参考にして、補完に努めます。 

 

（４）青少年図書  中学生、高校生の発達や課題意識を十分考慮して収集します。青少年 

の要求にあった資料、話題性のある資料を収集します。学校図書総目

録を基準に、児童図書同様学校図書館支援に役立つ資料の収集にも努

めます。また、一般図書の収集基準に準じ、青少年の生き方、職業選

択、進路等の参考になるものを幅広く収集します。 

 

   （５）洋書等海外資料は、必要に応じて計画的に収集します。 

（６）点字資料、録音資料等の収集については、障がい者団体、福祉団体、ボランティア

団体などから十分要望を聞き収集します。 
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２ 遂次刊行物 

（１）新聞 主要全国紙、地方紙をはじめ、政党紙、専門紙、機関紙等は利用度に応じて 

収集する。児童および青少年向けのものも収集します。 

（２）雑誌 月刊、週刊、旬刊等の各分野の雑誌を中心に、収集します。児童および青少 

年向けのものも収集します。専門雑誌や娯楽雑誌は、必要度に応じて収集し 

ます。マンガ雑誌は、原則として収集しません。 

（３）年鑑、年報、白書等は、一般図書および参考図書に準じて収集します。 

 

３ 地域資料、行政資料 

（１）杵築市に関する資料は、図書、新聞、雑誌、パンフレット、地図、写真、ポスター、

電磁的記録等の網羅的な収集を目指します。 

 

① 杵築市について書かれたもの 

A 杵築市に関する歴史 

B 地誌（地名・絵画・地図・史蹟名勝・紀行・自然・写真集） 

C 神社・仏閣等に関するもの 

D 行政・経済・文化に関するもの 

E 民話・方言・慣習・年中行事に関するもの 

F 杵築市や杵築市縁の人物を扱った文芸作品等 

G 郷土芸能に関するもの 

H その他(電話帳、名簿等) 

 

② 杵築市で発行されたもの 

A 杵築市関連記事 

B 官公庁及び団体の刊行物 

 

（２）郷土出身者、在住者、在職者等の著作物を収集します。 

 

（３）自治体資料として予算書、決算書、議会議事録、例規集、広報等、自治体が住民に

対して公表すべき資料を収集します。 

 

（４）準地域資料 

① 大分県に関するもの（内容は（１）～（３）と同様） 

② 杵築市に関連性の深い周辺地域の資料（歴史・地理・民俗・自然等に関する資料 

は、自治体史、統計、名簿、電話帳、調査報告書等も含め、可能な限り収集します。） 
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４ 官公庁出版物 

（１）政府機関、地方公共団体が発行する主要な資料を収集します。 

（２）その他の公共機関が発行するものは、必要度が高いものを収集します。 

 

５ 視聴覚資料 

（１）趣味、教養、文化活動、地域活動に資するため、CD、DVD、ビデオテープ等の音

声資料、映像資料を収集します。 

（２）音声資料、映像資料の媒体は技術の進歩をみながら、汎用的なものを選択します。 

 

６ 電子資料 

（１）CD-ROM、DVD 等の電磁的資料は、必要に応じて収集します。 

（２）オンラインデータベース等ネットワーク系資料は、その利便性を考慮し、広く市民

が利用できる環境を可能な限り整えます。 

（３）マイクロフィルム、その他は必要に応じて収集します。 

 

７ 障がい者サービス用資料 

（１）視覚障がい者の利用に供するため、点字資料、録音図書、拡大写本、大型活字本、

さわる絵本等を収集します。 

（２）聴覚障がい者の利用に供するため、字幕付き、手話付き映像資料を収集します。 

 

 ８ その他 

   パンフレット等は必要に応じて収集します。 

 

収集方針の公開 

  この方針は公開し、収集資料について住民の要望、意見、批判があれば積極的に受け入れ、

収集の参考とします。 
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