
令和３年度 図書館の運営状況について 

 

１ 利用状況等 （令和３年４月１日～令和４年３月 31 日） 

  昨年度も新型コロナウィルス感染拡大防止対策を継続しながらの運営となりました。

６月には新図書館開館以来、初めての蔵書点検を行いました。11 月、12 月には感染者 

が少なかったため、新図書館開館３周年記念行事の開催や出前おはなし会に出かける回

数も多くなりました。また、貸出冊数は開館年の令和元年度に比べ、105.6％上昇しまし

た。 

 (1) 新型コロナウィルス感染拡大による図書館サービスへの影響 

  ア まん延防止等重点措置実施区域の適用（８月８日から８月 26 日まで）  

学習コーナーを 50 席から 26 席へ縮小 

貸館の利用も午後９時から午後８時までに短縮 

  イ 緊急事態宣言の発令（８月 27 日から９月 30 日まで） 

館内の閲覧スペースは 50％利用 

学習コーナー・視聴コーナーの閉鎖 

一部の共催行事を除き、図書館行事を中止または延期 

 (2) 利用状況 

   来館者数    427,832 人 月平均約 35,653 人 （元年度比 89.6％） 

   開館日数       282 日    （元年度 286 日） 

   貸出冊数   1,057,839 冊 １日平均 3,751 冊 （元年度比 105％） 

   貸出人数     283,649 人  １日平均 1,006 人 （元年度比 107％） 

新規登録者数    4,135 人 １日平均  14.7 人 （元年度比  66.6％） 

   予約本の受渡し   

    駅前総合案内所           13,701 冊 （元年度比  153％） 

    速野会館                1,493 冊 （元年度比  157.5％） 

     中洲会館                 231 冊 （元年度比  222.1％） 

  読書通帳の配布 994 冊（うち中学生以下 718 冊）（10 ｶ月検診配布分は含まず） 

 （元年度比  63％） 

   インスタグラム 投稿数 87 フォロワー数 584 人 

   ふるさと納税による貸出カード、読書通帳の発行 30 件 (元年度 12 件) 

   市民一人当たりの年間貸出冊数        12.4 冊 （元年度 11.9 冊） 

   守山市民実利用者数          16,110 人 （元年度 18,325 人） 

 (3) 蔵書状況（令和４年３月 31 日現在） 

蔵書冊数 379,109 冊（うち児童書 104,989 冊） 

ＣＤ 2,265 点、ＤＶＤ 623 点 

雑誌タイトル数 278 タイトル(うち寄贈 49 誌、スポンサー９誌) 新聞 16 誌 
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 (4) 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 

利用件数 合計 1,494 件（元年度比 84％）  

延べ利用人数 14,609 人（元年度比 53％） 

平均稼働率 44.5% （元年度比 99％） 

 

２ 主な事業報告（図書館主催行事）  

 (1) 「ルシオールアートキッズフェスティバルおはなし会 音楽・祭り・未来」 

５月 30 日(日) 午後２時と午後３時からの２回開催  

参加人数 34 人 

(2) 文学・歴史講座 

「滋賀県立美術館 近江ゆかりの館蔵品について」  

７月 14 日（水） 講師 山口 真有香さん（滋賀県立美術館 主任学芸員） 

参加人数 20 人 

   「書の歴史と鑑賞～東近江より書の博物館を楽しむ～」 

   11 月 21 日（日） 講師 瀨川 敬也さん（日本習字教育財団観峰館学芸員） 

参加人数 27 人 

 (3)「児童図書研究講座 ビブリオトーク あなたの推し本なんですか 集まれ！中高

生…と昔中高生だった大人たち」（１人３分程度でおすすめの本を紹介） 

   ８月 22 日（日）  

発表者 11 人 観覧者 34 人  

(4)「としょかん×ＣＡＦＥ 観音ガールと巡る地域の仏様 in 守山」 

９月 25 日（土) 講師 對馬 佳菜子さん 

参加人数 42 人 

 (5) 図書館開館３周年記念行事 読書日本一のまちづくり 

   「やっぱり本はおもしろい！書き手と読み手をつなぐ」 

   10月９日（土）  講師 辻 浩明さん（祥伝社代表取締役社長） 

   参加人数 51人 

  「本ってこんなに面白い！子どもの本の立場から」   

 11 月 10 日（水）  講師 田辺 直正さん（株式会社アリス館代表取締役） 

参加人数 48 人 

   「理系専門分野講座「物理学」太陽の科学」 

   11 月 13 日（土） 講師 大山 真満さん（滋賀大学教育学部准教授） 

参加人数 36 人 

   「図書館サポート隊関連企画 中高生サポート隊企画「クイズラリー」 

   10 月 30 日（土）、31 日（日） 

   参加人数 148 人（延べ） 
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  「図書館サポート隊関連企画 ３周年おめでとう動画の上映･一言メッセージの掲示」 

11 月１日から 11 月 30 日まで 木もれび広場ギャラリー 

   動画（３周年お祝いメッセージ 14 組、活動紹介 14 組、活動紹介カード 65 組） 

   活動紹介・一言メッセージ展示 18 組 

   「ワークショップ「新図書館開館３周年記念 図書館の職員と話をしよう」 

   12 月 18 日（土） 

   参加人数 市民８名（中学生から70代までの幅広い年齢層の方が出席）、図書館協議

会委員３名、図書館職員２名 

 (6)「ボランティア養成講座～お話ボランティアになろう」  

   第１回 １月 27 日（木）、第２回 ２月３日（木） 

「絵本を学ぼう～子どもたちにおはなしを届けるために～」 

 講師 大舩 めぐみさん（子ども・本・文化を考える会代表） 

 第３回 ２月10日（木） 講師 図書館司書 

 第４回 ２月17日（木） 講師 図書館司書 

 第５回 ３月３日（木） 講師 図書館司書 

 参加人数 延べ76人（うち11名が令和４年度よりおはなしボランティアとして活動） 

 (7) 「おはなしボランティアのつどい」 

    11月から月１回開催 絵本について考察、意見交換、おはなし会の情報交換等 

 (8) その他主な定例行事等 

  ア 親子で楽しむおはなし会 

４月から 11 月まで 毎週水曜日 午後３時から集会室にて開催（当日先着７席） 

11 月より会場をおはなしのいえへ戻し、26 日より毎週水曜日、金曜日に開催 

  イ おたのしみおはなし＆映画会 

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 

    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 

    （９月中止） 

 

３ 図書館サポート隊の活動等 

 (1) サポーター数 個人 99 名（うち中高生サポーター28 人）、団体 37 団体 

 (2) 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 61 回 

  イ 本おなおし隊（本の修理） 月１回開催（９月中止）、11 月に講習実施  

  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
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る本を朗読） 月１回（対面朗読は５・９・２月、公開朗読会は９・10 月中止） 

  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 

  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９月から職員のみで再開し、３月から図書

館司書と読み聞かせボランティアがペアになって開催 

キ としょかんかざり隊！  

  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。 

「海のいきもの」  

製作期間 ６月５日（土）から 13 日（日） 作品点数 191 点 

  「大きなねがいの木」 

   製作期間 10 月 23 日（土）から 31 日（日） 作品点数 148 点 

  「虹をこえて」 

   製作期間 １月 20 日（木）から２月 17 日（木） 作品点数 326 点 

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）、クイズラリー主催 

    「本の闇鍋（福袋）」 ７月 25 日（日） 出品点数 19 セット  

               12 月 19 日（日）  出品点数 16 セット 

               ３月 27 日（日） 出品点数 23 セット 

  

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（おはなし会を録画、ＤＶＤにて提供） 

 (2) 出前おはなし会、ブックトーク等 

守山北高校（８回 月１回）、中洲小学校（７回 月１回）、地域文庫（６回）、ほっと

ステーション（１回）、その他依頼のあった校園等（32 回） 合計 54 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（月 1 回 ７月よりクラスへの団体貸出開始） 

(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」（19 園） 

「ミニとしょかんわくわくボックス」（16 園） 

 (6) 図書館実習およびインターンシップ受入れ 

   佛教大学（８月２名）、県立聾話学校（７月１名）、京都橘大学（中止）、県立守山中

学校（11 月４名） 

 

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 

 ４ 



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 

学校図書館支援 河西小学校図書室移動 ２月 16 日（水）、25 日（金）、３月３日

（木）、23 日（水） 図書館司書２名出向 

 

６ 障害者・支援事業 

 (1) 音声ブック（デイジー）の郵送貸出 334 冊 

(2) 公開朗読会（10 回 108 人）・対面朗読（９回 30 件）の実施 

(3)「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」（地域包括

支援センターとの共催） ９月 17 日（金）から 23 日（木） 

 (4) こもれび Café おはなし会（守山市中部地区地域包括支援センターとの共催） 

   認知症患者とその家族の集いの場 

   ３月３日（木）高齢者向け絵本、紙芝居によるおはなし会 

 

７ 医療機関との連携 

 (1) 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 

 (2) がん教室「まなびや」の開催 

  「ＡＣＰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｹｱ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)を話し合いましょう」 

  ８月 18 日（水）講師 岡村 理さん（滋賀県立総合病院がん相談支援センター） 

  参加人数 11 人 

  「正しいお薬の飲み方」 

  11 月 17 日（水）講師 大辻 貴司さん（滋賀県立小児保健医療センター主任薬剤長） 

参加人数 ７人 

 

８ 施設整備 

(1) 10月から 図書館貸施設のＷｅｂ予約開始 

(2) 12月25日（土）から  学習コーナー（土日祝・冬休み夏休み等の午前中）Ｗｅｂ予

約開始 

  (3) 有線LAN工事 貸館利用について10月１日より運用開始 
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９ 視察、見学等 

 (1) 視察 

  ア 登別市議会（議員・職員）視察 ５人 日時 ８月１日 （日） 

  イ 京都市図書館友の会      ７人 日時 11 月 19 日（金） 

  ウ 福井県おおい町立図書館協議会 20人 日時  11 月 25 日（木） 

  エ 舞鶴市議会議員        １人 日時 11 月 30 日（火） 

  オ まいづる市民自治研究所    ３人 日時 ３月４日 （金） 

 (2) 見学・インタビュー等 

  ア 吉身小学校３年生       21人 日時 ６月８日 （火） 

  イ 守山小学校２年生町はっけん  21人 日時 10 月 14 日（木） 

                   17人 日時 10 月 29 日（金） 

  ウ 滋賀県立膳所高校放送部    ６ 人 日時 10 月 23 日（土） 

  エ 滋賀県立守山高校       １人 日時 11 月 11 日（木） 

  オ 放課後等デイサービスすくすく広場だいち 

                   ６人 日時 12 月 22 日（水） 

  

10 北部図書機能の整備 

 (1) 基本設計・詳細設計の実施 

 (2) 地元協議 

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 

      ２月２日、24 日、３月 29 日 管理運営について正副学区長説明 

(3) 議会 

  令和３年９月文教福祉常任委員会 「北部地域の図書機能およびコミュニティ機能

の整備について」 

   令和３年 12 月議会 日本共産党議員団 小牧議員質問「北部地域における図書館

利用の促進について」教育部長答弁 

  令和４年３月文教福祉常任委員会「北部地域の図書機能およびコミュニティ機能の

整備ならびに管理運営について」 

(4) 調整会議の開催 

  令和３年 11 月から 12 月 庁内関係課で整備・運営に係る調整会議を開催 
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