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－（その２）COVID-19 流行初期の福岡県と熊本県北部地域における移動図書館実施状況－

Study on various values of Book Mobile Service in local cities with decreasing population 
(Part2) A report on implementation status of Book Mobile Service in the early stage of the Covid-19 Pandemic in 
Fukuoka and Northern Kumamoto 
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This study is aimed to consider various values of Book Mobile Service in Local Cities with decreasing population.  
In this paper, I report implementation status of Book Mobile Service in the early stage of the Covid-19 Pandemic in 
Fukuoka and Northern Kumamoto.  As a result, I found that even as the services provided by the libraries were 
restricted, their Book Mobile Services were operating with measures against the spread of the pandemic. 
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１．はじめに 

（１）目的 
本研究は，事例調査を重ねることを通じ，人口減少時代の地方

都市における移動図書館の価値を再定義し，その価値をさらに引

き出すための方法論について検討するものである。2020 年度末
発表の「その１文１」では，福岡県の移動図書館を実施する自治

体（14/60自治体）について，人口統計，図書館統計，巡回する
ステーションの種類・数などを調査し，結果を報告した注１。 

「新型コロナウィルス感染症（COVID-19）」の世界的な流行を

受け，日本でも文教施設が従来の役割を発揮できないことが各地

でしばしば見られた。そのような中，移動図書館はどのように動

いていたのか。筆者が担当する研究室では，その１で調査をした

福岡県内 16 自治体注２に加えて熊本県北部地域まで対象を広げ，
COVID-19 流行初期における移動図書館の実施状況について調

査を行った。本稿ではその結果報告を行う。なお，熊本県北部地

域で調査対象とした自治体は，2020 年度現在で移動図書館実施

が確認できた荒尾市，阿蘇市，合志市，大津町（菊池郡）である。 

（２）調査の方法 
調査は， 2020年７月から各自治体の図書館ホームページと移

動図書館情報を発信する SNSで情報収集を始め，2020年 11月

〜１月，各図書館に対して電話やFAXによる情報確認を適宜行
った。調査項目は，移動図書館については，実施期間，巡回する

ステーションと滞在時間（平常時との違いについて）などである。

これらに併せて図書館施設でのサービス提供状況を確認した。調

査対象とした期間は，COVID-19対策として「新型インフルエン

ザ等対策特別措置法」が改正された2020年３月より１ヶ月前の，
2020年２月〜11月とした。なお，この間，緊急事態宣言が発出

されたのは，福岡県は 2020年 4月 7日から，熊本県は４月 17

日からで，両県ともに５月14日に同宣言解除となった。 
２．調査の結果 

移動図書館の実施と図書館施設でのサービス提供の状況につ

いての調査結果を図１〜３に示す。 
図１〜３より，八女市立図書館の星野分館や立花分館など，一

部を除く多くの図書館で，図書館施設でのサービス提供が制限さ

れる中，移動図書館が実施されていたことがわかる。中でも，苅

田町立図書館と阿蘇市立図書館は，休車とした期間がなかった。

阿蘇市立図書館に限れば，「臨時ステーション」を設け，移動図

書館車を走らせていた。一方，巡回するステーションを減らして

移動図書館を行っていたところもある。嘉麻市立図書館，苅田町

立図書館，田川市立図書館，太宰府市立図書館，豊前市立図書館，

みやこ町立図書館，八女市立図書館（星野分館，立花分館），合

志市立図書館である。これらの図書館では，先方と調整し，高齢

者福祉施設，各種学校，保育園などへの立ち寄りを控えていた。

他の図書館では，巡回するステーションの数については，平常時

との違いがなかった。ここで，COVID-19流行下での移動図書館
の実施について各図書館の考え方を訊くと，９つの図書館が「屋

外での実施のため，感染対策がしやすい」と述べた一方，「感染

拡大の点でデメリットがある」と言う図書館が２つ注３あった。 
他方，移動図書館を行う上での留意事項として，日常生活で求

められた対策以外では，移動図書館車に入車できる人数を制限し

たり，貸出方法を代表貸出に変更したりする図書館があった。 
３．おわりに 

本稿では，福岡県と熊本県北部地域のCOVID-19流行初期での
移動図書館実施状況一覧を図化した。今後は，このような状況下

での移動図書館実施状況についてより詳しい調査を行う。 
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【補注】	 

注１：「その１」での報告事項に誤りがありました。大野城市の図書館は，「指

定管理者」の運営（表３）で，同士による移動図書館は，平成６年（1994 年）

より巡回開始（p.304及び表４）。「１日あたりに訪れる平均ステーション数（表

５）」は約３箇所。小郡市立図書館の運営は「直営」で，福岡市について，東図

書館は「指定管理者」の運営で，その他はすべて「直営」。関係者の皆さまには

図１	 2020年２月〜11月における図書館施設の開館と移動図書館の実施状況（その１／福岡県）	 
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深くお詫びするとともに，この場をお借りして内容の訂正をさせてください。

注２：八女市立図書館は，星野分館，黒木分館，立花分館のそれぞれに移動図

書館車がある（文献１参照）。	 

注３：学校や高齢者福祉施設を主にまわるものと集会施設を多く訪れるもの。	 

	 

	 

図２	 2020年２月〜11月における図書館施設の開館と移動図書館の実施状況（その２／福岡県２）	 
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図３	 2020年２月〜11月における図書館施設の開館と移動図書館の実施状況（その３／熊本県北部地域）	 
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