
防府市図書館サービス振興基本計画

　【令和元年度事業実施状況（９月末現在）】

１　誰もが等しく学べる、豊かな資料と機能を持つ図書館

（１）市民の日常生活、学習活動に寄与する、質・量ともに充実した資料を持つ図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①資料収集業務
・「防府図書館資料収集要綱」に基づく適正な選書・収集を実施
・図書購入冊数7,689冊、内一般5,747冊、児童1,919冊、郷土関係18冊
②資料分類・目録整備業務
・迅速・正確に資料を組織化、装備し、分かりやすいOPAC(オンライン閲覧目録)を提供
・ＮＤＣ新訂８版から新訂１０版への変更（10月発注分より）に向けて準備
③書架管理・蔵書点検業務
・1１月１3日・１4日の蔵書点検に向けて準備
④資料提供業務
・正確・迅速な貸出、返却、登録、予約・リクエスト受付業務を実施

①資料収集業務
・「防府図書館資料収集要綱」に基づく適正な選書・収集と質・量両面の充実
・図書購入目標冊数12,600冊。内一般9,500冊、児童3,000冊、郷土関係100冊
・視聴覚資料購入目標点数155点。内ＣＤ130点、ＤＶＤ25点
②資料分類・目録整備業務
・迅速・正確な資料の組織化(分類・目録)、装備と分かりやすいOPAC(オンライン閲覧目
録)の提供
③書架管理・蔵書点検業務
・書架の整理整頓、全開架資料の蔵書点検の実施(10月・3月)
④資料提供業務
・正確・迅速な貸出、返却、登録、予約・リクエスト受付業務の推進

資料１
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（２）老若男女を問わず、様々な立場の人が、誰でも気軽に楽しく利用できる図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①コンピュータシステム管理業務
・円滑な運用によりサービスを強化
・Web上での検索・予約・貸出期間延長、読書手帳、My本棚、読書マラソン等の機能を活
用
②情報発信（広報）業務
・ホームページの内容を随時更新
・「ほうふ図書館だより」、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」、「新刊紹介」を毎月発行、
「行政関係図書紹介」を季刊で発行
・防府市広報「ほうふ」に定期的に記事を掲載
・防府市メールサービス（随時）に図書館関係記事を掲載
・防府市文化振興財団広報「メールマガジン」（毎月）・「イベントアイ」（隔月）に図書館関
係記事を掲載
・ＦＭわっしょい「防府市からのお知らせ」に毎月第2・4木曜日出演、同局のビブリオバト
ル告知番組（5月9日）に提供出演、山口ケーブルビジョン「まちかどＮＥＷＳ」(5月16日)に
出演
③図書館年報作成業務
・「図書館年報」平成30年度版、「数字で見る防府図書館(平成30年度の統計より)」を5月
31日付で発行
④サービス環境整備・安全対策・危機管理業務
・館内施設、設備等の安全点検を定期的に実施
・防犯カメラ、夜間警備用センサーを設置するとともに、出入り口欄間部分の改修工事を
行い、防犯体制を強化
・1１月１4日実施の図書館独自の消防訓練に向けて準備
⑤利用マナー啓発業務
・7月1日から9月1日までマナーアップキャンペーンを実施、併せて幼児から小学生までを
対象とした啓発イベント「グッドマナーチャレンジ」を実施

①コンピュータシステム管理業務
・円滑な運用によるサービスの強化
・Web上での検索・予約・貸出期間延長、読書手帳、My本棚、読書マラソン等の機能の活
用
②情報発信(広報)業務
・ホームページの整備、充実
・「ほうふ図書館だより」「ほうふとしょかんこどもしんぶん」「新刊紹介」の発行(月刊)、市
広報「ほうふ」・防府市文化振興財団広報紙「イベントアイ」への定期的な記事の掲載、
地域コミュニティーFMラジオやケーブルテレビ等の活用の推進
③図書館年報作成業務
・「平成30年度図書館年報」(一般用・子ども用)の発行(5月31日)
④サービス環境整備・安全対策・危機管理業務
・施設・設備・備品の日常点検と安全で快適な利用環境の整備、的確な状況把握と防犯
管理、危機管理体制の改善と整備(定期消防訓練２回・普通救命講習会実施)
⑤利用マナー啓発業務
・「マナーアップキャンペーン」「グッドマナーチャレンジ」(7月1日～8月31日)の実施
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（３）図書館から遠い所に住んでいる人にも、サービスできる図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

（４）調査・研究・読書相談などに、的確に対応できる図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①移動図書館車「わっしょい文庫」運行業務
・移動図書館車「わっしよい文庫」に常時3500冊の図書を積載し、6コース37ステーション
を2週間に1回の周期で巡回
・4月7日に佐波神社で開催された「二輪のサクラ祭」(主催・大村能章顕彰会　協賛・多々
良自治会)において、移動図書館車の臨時出張サービスを実施、地元在住の作家那須
正幹氏の著書を展示
・6月1日・2日に防府駅てんじんぐち多目的広場で開催された「防府市緑花祭」で臨時出
張サービスを実施
・7月21日にイオンタウン防府で開催された「みんな集まれ！はたらく車展」で臨時出張
サービスを実施
・10月26日にイオンで開催される「イオン防府誕生祭」、11月3日にＪＡふれあい西浦支所
で開催される「西浦まつり」、11月10日大道小学校で開催される「大道まつり」、11月16日
に毛利氏庭園等で開催される「すごいぞ！防府」での臨時出張サービスに向けて準備

①レファレンス（調査研究相談・読書相談）業務
・調査研究活動支援、資料利用案内、読書案内等のレファレンスサービスを実施
・国立国会図書館の「図書館向けデジタル化資料送信サービス」閲覧業務を実施
・他の図書館や機関等に問い合わせたり案内したりするレフェラルサービスを実施
・レファレンス事例集や新着図書案内・テーマ別ブックリスト・パスファインダー(テーマ別
資料利用案内)等を追加作成
・レファレンス研修、フロアワークを強化
②図書館資料の複写サービス業務
・著作権法や防府市手数料条例に基づく適正な複写サービスを実施

①移動図書館車「わっしょい文庫」運行業務
・移動図書館車「わっしよい文庫」に常時3500冊の図書を積載し、6コース37ステーション
を2週間に1回の周期で巡回
・コース、ステーション等の半年毎の見直し
・地域イベント等に合わせた移動図書館車臨時出張サービスの実施

①レファレンス（調査研究相談・読書相談）業務
・調査研究活動支援、資料利用案内、読書案内等のレファレンスサービスの推進
・国立国会図書館の「図書館向けデジタル化資料送信サービス」閲覧業務の利用促進と
「レファレンス協同データベース」の活用
・他の図書館や機関等に問い合わせたり案内したりするレフェラルサービスの推進
・レファレンス事例集や新着図書案内・テーマ別ブックリスト・パスファインダー(テーマ別
資料利用案内)等の充実
・レファレンス研修、フロアワークの強化
②図書館資料の複写サービス業務
・著作権法や防府市手数料条例に基づく適正な複写サービスの実施
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２　地域の人々と手を携えて、豊かな交流の場を創る図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①ボランティア団体・生涯学習グループ等との協働推進業務
・第9回「防府市子ども読書フェスティバル」(5月26日）、第29回「防府図書館まつり」(10月
19日)を、各実行委員会、ボランティア団体等と協働で開催

（１）様々な図書館事業を利用者と協働して行い、学習交流の場、コミュニティセンターとしての機能
を持つ図書館

①ボランティア団体・生涯学習グループ等との協働推進業務
・第9回防府市子ども読書フェスティバルを開催（5月26日）参加者数228人
・「子ども読書のまち・防府」第9号を7月10日付で実行委員会から発行
・第29回防府図書館まつり(10月19日開催予定)に向けて、7月11日役員会、7月18日と8
月22日に実行委員会を開催

①ボランティア活動推進業務
・「図書館ボランティア養成講座」(2月6日・13日・20日・27日開催予定)に向けて準備

（２）学習ボランティアや、障害のある利用者のためのボランティアが、いきいきと楽しく活動できる
図書館

①ボランティア活動推進業務
・「防府図書館ボランティア連絡会議」の開催(1月)
・「図書館ボランティア養成講座」の開催(2月頃4回シリーズ)
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３　生涯学習活動の拠点として、集会文化活動に力を入れ、地域の力を高める図書館

（１）様々な図書館行事を積極的に行い、地域の文化発展に貢献する図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

（２）生涯学習グループ活動を奨励し、その育成を図る図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①イベント・懇談会業務
・第9回防府市子ども読書フェスティバル(5月26日)において、画家・絵本作家岡本よしろ
う氏による講演会とワークショップを開催（参加者82人)
・防府図書館ビブリオバトルを開催(5月26日・参加者71人)、11月9日の第2回目開催に向
けて準備
・防府図書館利用者懇談会(11月29日開催予定)に向けて準備
②資料展示・展覧会業務
・展示コーナー・中央カウンター前・児童カウンター横での月例資料展示(17回開催)、新
刊コーナー横・ヤング図書コーナー前でのミニ資料展示(24回開催)を定期的に実施
・新聞・雑誌コーナー壁面での特別展示（3回開催）を実施

①生涯学習グループ活動奨励・施設利用等許可業務
・生涯学習グループへ機会・場・設備・資料等を提供し、講演会他の公開イベントを開催
するボランティア、学習サークル等の活動をホームページ上に随時掲載

①イベント・懇談会業務
・「講演会とワークショップ」　第9回「防府市子ども読書フェスティバル」(5月26日）におい
て、イラストレーター岡本よしろう氏による講演会とワークショップを開催
・「防府図書館ビブリオバトル」の開催(5月・7月・11月の3回）
・「防府図書館利用者懇談会」の開催(11月)
②資料展示・展覧会業務
・展示コーナー・中央カウンター前・児童カウンター横での月例資料展示、新刊コーナー
横・ヤング図書コーナー前でのミニ資料展示の定期的な実施
・新聞・雑誌コーナー壁面での市民の作品展覧会の開催

①生涯学習グループ活動奨励・施設利用等許可業務
・生涯学習グループへの機会・場・設備・資料等の提供と活動支援の推進
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４　地域の歴史や文化を大切にするとともに、国際理解を深めていく図書館

（１）地域（郷土）資料を、積極的に収集・整理・保存・提供する図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

（２）地域（郷土）の歴史や文化に係る事業を積極的に行う図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①地域(郷土)資料収集業務
・地域資料、特に防府市関係資料についての、特徴的なコレクション形成の推進
・年間郷土資料収集目標冊数450冊

（３）姉妹都市などの図書館との交流事業を推進し、国際理解を深めるための資料を積極的に収
集・整理・保存・提供する図書館

①春川市立図書館との資料交換業務
・大韓民国春川市立図書館との資料交換と市民への提供(年1回、100冊程度交換)

①春川市立図書館との資料交換業務
・春川市立図書館に寄贈する図書の選書等の準備作業を実施

①地域(郷土)資料収集業務
・地域資料、特に防府市関係資料について、市関係者関連資料・市の行政関連資料及
び歴史・地誌・民俗資料等を収集
・郷土資料収集冊数264冊、内購入冊数18冊、寄贈冊数246冊

①上山満之進と三哲文庫顕彰業務
・展示室常設展示「上山満之進と三哲文庫」を展示替え
・「上山満之進生誕150年事業」の一環として、絵画「東台湾臨海道路」（陳澄波）の展示
（9月27日～10月14日）を実施
②「防府史料」刊行業務
・防府史料第69集『防府地形の変遷』(御園生翁甫・著)の刊行に向けての校正作業等を
実施

①上山満之進と三哲文庫顕彰業務
・展示室常設展示「上山満之進と三哲文庫」の展示替え
②「防府史料」刊行業務
・防府史料第69集『防府地形の変遷』(御園生翁甫・著)の刊行とホームページへの掲載
(3月)
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５　様々な教育文化施設とのネットワークを進め、サービスする図書館

（１）学校や公民館との連携を深め、支援事業・協力事業を推進する図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

（２）他の図書館や博物館・美術館との相互協力を推進する図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①学校図書館支援業務
・学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムを活用した学校支援図書の利用促
進
・学校司書の研修の機会や場の提供
②「地域文庫」・団体貸出業務
・地域文庫・貸出文庫の利用促進

①他の図書館や文書館・博物館・美術館との連携業務
・他の図書館との資料相互貸借・レファレンス協力・合同研修等の推進
・文書館・博物館・美術館との連携強化
②本財団内連携業務
・財団内連携推進会議の開催(毎月1回)
・文化事業との連携推進
・科学事業との連携推進
・山頭火ふるさと館との連携推進

①他の図書館や文書館・博物館・美術館との連携業務
・県内外の図書館と資料相互貸借、レファレンス協力等を実施
②本財団内連携業務
・防府市文化振興財団内連携部会会議を開催(毎月1回、連携事業について検討・協議)
・資料展示やイベント等で、防府市文化振興財団内のアスピラートやソラール、山頭火ふ
るさと館と連携企画を実施

①学校図書館支援業務
・学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムを活用した学校支援図書貸出(件数
169件・貸出冊数2,082冊）
・小学校（9校）の選書会用に新刊本（90冊）を貸出し
・学校司書研修の機会や場を随時提供
・防府市小教研学校図書館研修部会議（8月8日)、防府市中教研学校図書館研修部会
議（8月8日)に参加
②「地域文庫」・団体貸出業務
・「地域文庫」15か所、団体貸出(「貸出文庫」「読書会文庫」) 154団体を運営
・公民館・出張所会議に出席、定期的な広報活動を実施(毎月1回)
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６　子どもたちの読書活動を進めていく図書館

（１）子ども読書活動推進を図るための研究と事業を、積極的に行う図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

（２）子ども読書活動推進のためのボランティア活動を奨励し、その育成を図る図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①子ども読書活動推進業務
・「子ども図書館員」の開催(8月2回)
・「第7回防府市図書館を使った調べる学習コンクール」の防府市教育委員会との共催
・職場体験・図書館見学等の奨励
・公共施設・商業施設等での出前講座・出張イベント等の開催

①ボランティアとの連携・協働業務
・ボランティアとの連携・協働の推進
・ボランティア主催行事・研修等における図書館職員のブックトーク等の実施

①ボランティアとの連携・協働業務
・「おはなしでんしゃ」のおはなし会で、図書館職員によるブックトークを実施（毎月2回）
・「防府図書館利用者・サークル連絡会」の講演会で、図書館職員によるブックトークを実
施(4月25日)
・「学校図書ボランティアネット・防府」の研修会で、図書館職員によるブックトークを実施
(6月13日）

①子ども読書活動推進業務
・子ども図書館員を開催(7月29日・8月5日)参加者各9人
・「第7回防府市図書館を使った調べる学習コンクール」を防府市教育委員会と共催(募
集期間・8月1日～9月30日、応募点数・小学生52点・中学生24点)
・「調べる学習にチャレンジ！」を開催（7月27日、29日、8月3日、10日、12日、17日、19
日、24日）参加者17人
・職場体験(19件)・図書館見学(2件)を実施
・イオン防府店で「ほうふとしょかん出前おはなし会」を開催(毎月1回・第3日曜日「家庭の
日」の読書イベント)
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７　障害者や高齢者に優しい図書館

（１）障害者や高齢者が、気軽に楽しく簡単に利用できる図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

（３）障害のある利用者のためのボランティア活動を奨励し、その育成を図る図書館

Ｒ元年度
事業計画

事業実施
状況

①障害者・高齢者への資料・情報提供サービス業務
・点字本・大活字本・音声資料等の整備・充実
・視覚障害者用音声付インターネットサービス利用の促進

（２）視覚障害者や高齢者のための対面朗読、音訳図書製作、郵送貸出などのサービスを、積極的
に行う図書館

①対面朗読・音訳図書製作・郵送貸出等の業務
・対面朗読・音訳図書製作・郵送貸出等のサービスの推進

①障害のある利用者のためのボランティア活動支援業務
・ボランティア活動への支援
・ボランティアによる施設・設備・資料等の活用の促進

①障害のある利用者のためのボランティア活動支援業務
・ボランティア団体と連携協力して、布絵本、点訳資料、音訳資料を制作
・ボランティア活動に役立つ、障害者や高齢者に関する諸資料を収集

①障害者・高齢者への資料・情報提供サービス業務
・移動図書館車「わっしよい文庫」に常時3,500冊の図書を積載し、障害者福祉施設や高
齢者福祉施設を2週間に1回の周期で巡回、車椅子用リフトを活用
・視覚障害者用音声付インターネットサービス等についての広報活動を実施

①対面朗読・音訳図書製作・郵送貸出等の業務
・ボランティア団体と連携協力し、音訳資料を制作中
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