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令和２年度 図書館の運営状況について          資料１－１ 

 

１ 利用状況等 （令和２年４月１日から令和３年３月 31 日まで） 

令和２年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策による臨時休館や、開館時間短

縮、外出控え、夏休みの短縮等の影響を受け、貸出は合計数値としては減少しましたが、

１日当たりの貸出冊数は 3,534 冊と前年度（3,501 冊）より微増となりました。 

   ４月 17 日（金）から５月 15 日（金）まで 臨時休館 

（予約本受渡しのみ、在架予約可能） 

   ５月３日（日・祝）から５月６日（水・祝）まで 臨時完全休館（予約本受渡も停止） 

   ５月 16 日（土）から５月 31 日（日）まで 10 時から 17 時までの短縮開館 

(1)  利用状況            

   ・来館者数    359,822 人  月平均約 29,708 人 （前年度比 75％） 

   ・開館日数    265 日 （前年度 286 日） 

   ・貸出冊数    936,501 冊 １日平均 3,534 冊  （前年度比 94％） 

           （うち、臨時休館中の冊数 14,400 冊 18 日 １日 800 冊） 

   ・貸出人数    248,879 人  １日平均   939 人  （前年度比  94％） 

           （うち、臨時休館中の人数  6,177 人） 

・新規登録者数   3,235 人 １日平均    12 人 （前年度比  52％） 

   ・予約本の受渡し   

    駅前総合案内所 (4/17～5/31 はなし)  9,121 冊 （前年度比  102％） 

    速野会館              1,480 冊 （前年度比  160％） 

     中洲会館                189 冊  （前年度比  180％） 

  ・読書通帳の配布 807 冊（うち中学生以下 575 冊）（10 か月健診配布分は含まず） 

（前年度比 51％） 

   ・市民一人当たりの年間貸出冊数       11.1 冊 （前年度 11.9 冊） 

   ・守山市民実利用者数          14,967 人 （前年度 18,325 人） 

(2)  蔵書状況（令和３年３月 31 日現在） 

・蔵書冊数 377,782 冊（うち児童書 104,594 冊、ＣＤ2,124 点、ＤＶＤ540 点）        

・雑誌タイトル数 280 タイトル(うち寄贈 42 誌、スポンサー９誌) 新聞 19 誌 

 (3) 貸館状況 

  多目的室、活動室、スタジオ、木もれびギャラリー、集会室 

  ４月 17 日（金）から６月１日（月）まで 貸館使用停止 

  ６月 ２日（火）から９月４日（金）まで スタジオ使用停止 

・利用件数  合計 843 件 （前年度比 47％）  

・延べ利用人数   9,134 人 （前年度比 33％） 

・平均稼働率    39%  （前年度比 87％） 
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２ 主な事業報告（図書館主催行事） 

(1)  「開館２周年記念数学講座～無限の考え方～」  

11 月 15 日（日） 講師 神直人さん（滋賀大学教授） 参加人数 67 人 

(2)  「山本忠敬原画展」 

『しょうぼうじどうしゃじぷた』等で知られる、乗り物絵本の第一人者 

  12 月５日（土）から 12 月 18 日（金）まで  観覧人数 1,047 人 

(3)  「児童図書研究講座 ギャラリートーク『乗り物絵本の世界』」   

 12 月 11 日（金）  講師 山本忠敬夫人 山本洋子さん 参加人数 25 人 

(4)  「プラスワンチケット」（いつもより 1 冊多く借りられるチケット）を配布 

 10 月 31 日（土）「ハロウイン企画！大人も子どももトリックオアブック！」 

 ２月 14 日（日）「バレンタインデー特別企画」 

(5)  「ボランティア養成講座～お話ボランティアになろう」  

 ８月20日(木)「読み聞かせをしてみよう」 講師 図書館司書 

令和元年度連続４回講座の内、新型コロナウィルス感染拡大防止により延期になっ

ていた第４回目を開催 

(6)  その他主な定例行事等 

  ア 親子で楽しむおはなし会（９月から再開） 

毎週水曜日 午後３時から 集会室 当日先着７席 

  イ おたのしみおはなし＆映画会（８月から新規に開催） 

毎月１回 日曜日 午前 11 時から 多目的室 当日先着 35 席 

ウ 大人のための映画会（11 月から新規に開催） 

    古典的名画上映 隔月 1 回 水曜日 10 時 30 分から 多目的室 当日先着 40 席 

 

３ 図書館サポート隊の活動等 

  サポート隊活動登録者 ３月 31 日現在 

個人 80 名（うち中高生サポーター18 人）、団体 35 団体（令和２年度） 

   個人 93 名（うち中高生サポーター27 人） 団体 33 団体（令和元年度） 

(1)  図書館サポート隊の活動 

  ア 演奏会、展示会、写真展、紙芝居、読書会、おはなし会、古典の会、講演会など。 

   （大規模なイベントは行えない中、貸館施設の利用制限内で出来る活動を実施） 

延べ 54 回 

  イ 本おなおし隊（本の修理） ９月に講習実施、10 月から再開 月１回開催  

ウ 対面朗読・公開朗読会（視覚障害など自力で本を読むことが困難な方に希望され

る本を朗読） ８月から再開 月１回 

エ 図書館主催行事等の補助 図書館主催行事の事前準備や当日受付（山本忠敬原画

展等） 
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  オ トイレの生け花 月３～４回 

カ おはなしボランティア おはなし会は元年度３月から２年度８月まで休止し、９

月より職員のみで再開し、 

キ としょかんかざり隊！  

「オータムウィンター」秋冬に関する折り紙の飾りを募集。図書館内の随所に折

り紙を置き、折り方の動画をタブレットを使って紹介。 

  募集期間 10 月９日（金）から 25 日（日）まで 作品点数 429 点 

掲示期間 10 月 30 日(金）から２月末日頃まで 

ク 中高生サポーター 

  本のＰＯＰ作成やテーマ展示（ティーンズコーナーにて） 

「クイズラリー」 11 月７日（土）、８日（日） 参加人数 小学生までの 205 人 

    「本の闇鍋（福袋）」 12 月 20 日（日） 出品点数 11 セット  

               ３月 21 日（日） 出品点数 21 セット 

(2)  図書館サポート隊活動紹介展示の開催 

昨年度は新型コロナウィルス感染症対策で、活動が十分に出来なかったこともあり、

図書館サポート隊のことをぜひ知っていただきたいとの思いから開催いたしました。 

各メンバーがそれぞれの活動内容や思い、おすすめの本の紹介等を記したものをつ

なぎ合わせています。（６ページ参考参照） 

 

 ～知ってください！見てください！私達 図書館サポート隊です～ 

  ３月 19 日（金）から４月１日（木）まで 木もれび広場ギャラリー 

４月３日 （土）から 図書館正面階段 

 

４ 学校園、地域、団体への利用啓発と連携 

(1) 小児保健医療センター七夕会、クリスマス会（お話し会を録画、ＤＶＤにて提供） 

 (2) 出前おはなし会、ブックトーク等（９月から再開） 

守山北高校（７回 月１回）、地域文庫（４回）、ほっとステーション（４回）、その 

他依頼のあった校園等（６回） 合計 21 回 

(3) 地域子ども文庫（12 文庫）等団体への貸出し（４文庫休止） 

 (4) 中洲小学校での図書の貸出し（６月から再開 月 1 回 ） 

(5) 市内園、家庭的保育室への絵本巡回「としょかんわくわくボックス」の実施 

（21 セット） 

 (6) 図書館実習およびインターンシップ受入れ 

   近畿大学（８月１名）、京都華頂大学（９月１名・２月２名）、京都橘大学（９月１ 

名）、京都芸術デザイン専門学校（２月２名） 
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５ 学校図書館支援事業 

(1)  学校司書の勤務体制  各校、週１回程度巡回・１日４時間勤務 

   ・小学校―９校を３名の学校司書がそれぞれ３校ずつ担当。 

・中学校―４校を１名の学校司書が担当。 

 (2) 学校司書活動内容 

    ・本の貸出、返却、書架整理、書架の見出しや案内の作成、図書移動 

・本の修理、本の受入れ（データ入力・装備）、図書の除籍（廃棄） 

・授業で使う本の用意（図書室の本や、市立図書館から団体貸出） 

 (3) 研修、聞き取り等の実施 

・月１回市立図書館に於いて研修（図書の修理、選書等）、業務の聞き取りの実施。 

・勤務校以外の学校図書館見学 11 月 26 日（木）物部小学校（平成 28 年度「学校 

図書館活用支援事業」モデル校（滋賀県教育委員会生涯学習課、滋賀県立図書館実

施）） 

 

６ 障害者支援事業 

(1)  「守山市立図書館における図書館資料の郵送貸出に関する要綱」の制定（10 月１日） 

   登録者数 ６人 

(2) 音声ブック（デイジー）の郵送貸出 320 冊 

(3) 公開朗読会（８月再開 ８回 102 人）・対面朗読（８月再開 ８回 30 件）の実施  

 (4) 「世界アルツハイマーデー～オレンジライトアップ～In 守山市立図書館」 

    ９月 18 日（金）から 22 日（木）まで （地域包括支援センターと共催） 

 (5) ＮＰＯ法人クロスジョブ 就労移行支援受入れ  

    ２月 25 日（木）、２月 26 日（金）、３月３日（水）、３月４日（木） １名  

仕事内容：館内の消毒、ちらし折、本の返本など 

 

７ 医療機関との連携 

 ・がん相談支援センター出張相談（９月から再開） 

毎月第２・４金曜日午後１時から３時まで 図書館活動室にて実施 

滋賀県立総合病院内のがん相談支援センターの専門スタッフによる個別無料相談 

相談回数 ５件５人 

 ・県立総合病院への出張貸出はコロナ禍で休止中です。 

 ・小児保健医療センターへは７月と 12 月に DVD におはなし会を録画し提供しました。 
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８ 視察、見学等 

(1)  フランス国立サンテティエンヌ大学図書館長 ブリジッド・ルヌーフ氏 １名 

    日時 11 月 12 日（木） 

(2)  佐賀県小城市厚生常任委員会 議員行政視察 ８名 

    日時 11 月 17 日（火） 

(3)  「モリヤマジュニアリポーター取材 in 市立図書館」 

広報もりやま２月 15 日号掲載 

    日時 12 月 24 日（木）、１月 11 日（日・祝）午後１時から５時 

(4)  彦根市河瀬学区自治会図書館誘致委員会 ６名 

     日時 １月 14 日（木） 

 

９ 北部図書館機能等整備事業 

新図書館から遠隔地である北部地域の読書環境を整備するとともに、乳幼児から高齢

者までの皆が集い、地域全体の活性化と住民交流に寄与できる施設となるよう整備して

います。現在は地元住民の皆様や設計業者等との協議を行い、基本設計を進めていま

す。 

令和２年８月 19 日 入札公告 

９月 ９日  参加表明書締切り（13 者応募）→ 参加資格審査（13 者資格有） 

９月 25 日 技術提案書締切り（12 者提出） 

10 月２日   プロポーザル審査会 

    12 月 18 日 契約締結 

水原・芦澤設計共同体 

   代表構成員：株式会社水原建設設計事務所 

    構成員  ：株式会社芦澤竜一建築設計事務所 

令和３年１月 27 日 第１回 図書館整備ワーキングチーム検討会 

 ４月 19 日 第２回 図書館整備ワーキングチーム検討会 

 ５月 25 日 利用者団体協議 

     ６月２日  第３回 図書館整備ワーキングチーム検討会 

     ７月５日   第４回 図書館整備ワーキングチーム検討会 

 

 


