
1 

 

  

令和４年度図書館の運営状況について（４月１日から８月 31 日まで）  

 

１ 利用状況等 

 新型コロナウィルス感染症第７波による全国的な感染爆発が７月初旬より始まり、本

市におきましても、お盆以降は新規感染者数が 200 人を超える日が続きました。 

図書館の運営状況は、８月末までの貸出冊数は微減しましたが、来館者、貸出人数等

は、ほぼ前年と同程度となっています。感染拡大防止対策を行いながらの運営となりま

したが、図書館主催の行事は予定どおり開催し、多くの方に参加していただくことがで

きました。 

 (1)利用状況 

 来館者数 196,894 人   月平均約  39,379 人 (前年度同時期比  101.4％) 

 貸出人数 122,861 人   １日平均  1,032 人    (前年度同時期比  102.6％) 

 貸出冊数 447,278 冊   １日平均   3,759 冊   (前年度同時期比  98.5％) 

 新規登録者数  2,294 人  １日平均  19.3 人  (前年度同時期比 103.8％) 

 開館日数 119 日(前年度同時期 118 日) 

 予約本の受渡し   

    駅前総合案内所 6,495 冊 (前年度比 117.7％)  

    速野会館     519 冊 (前年度比  90.4％) 

中洲会館      129 冊 （前年度比 134.4％) 

    読書通帳の配布    484 冊（中学生以下  370 冊）(前年度同時期 509 冊) 

（＊10 か月健診配布分は今年度より健診時に引換券を配布し、ご希望の方に図書

館にてお渡ししています。） 

   ふるさと納税による貸出カード、読書通帳の発行 13 件 (前年度同時期 10 件) 

(2) 蔵書状況（令和４年８月 31 日現在） 

   蔵書数 386,660 冊 （うち児童書 109,003 冊） 

   ＣＤ   2,322 点  ＤＶＤ 639 点 

雑誌タイトル数 278 タイトル(うち寄贈 48 誌、スポンサー 10 誌) 新聞 16 紙 

   蔵書点検の実施 ６月７日（火）から 10 日（金）まで  

 (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 

利用件数     合計 681 件    （前年度同時期比   100.3％）  

延べ利用人数    7,198 人  （前年度同時期比   101.5％） 

平均稼働率       43.1％    （前年度通年稼働率   44.5％） 

資料２ 
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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 街を歩けば音楽に出会う」 

５月 22 日(日) 午後２時と午後３時からの２回開催  

参加人数 44 人 

(2) 第１回文学・歴史講座 読書日本一のまちづくり 

「滋賀における戦争の記録～語りつぐ平和への願い～」  

７月 17 日（日） 講師 上田 智史さん（滋賀県平和祈念館・県生涯学習課 主査）

参加人数 20 人 

 (3) 児童図書研究講座 読書日本一のまちづくり 

    「ワークショップ めがねを作ってのぞいてみよう」  

   ８月７日（日） 講師 はやし ますみさん（絵本作家） 

   参加人数 40 人 

 (4) ビブリオトーク 目指せ！読書日本一のまち 

「私を本好きにしてくれた１冊生」（１人３分程度でおすすめの本を紹介） 

   ８月 28 日（日）  

発表者 10 人 観覧者 31 人  

(5)「としょかん×ＣＡＦＥ」 

  パネル展「和ろうそくは、つなぐ」 

７月２日（土)から 21 日（木）まで（写真 大西 暢夫さん） 

原画展「はじめてのびわこの魚」 

７月 22 日（金）から 31 日（日）まで（原画 黒川 琉伊さん） 

出版記念トークショー「るいくんのおさかな教室」 

７月 27 日（水）講師 黒川 琉伊さん 

参加人数 61 人   

 (6)「おはなしボランティアのつどい」 

   ５月から毎月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 

   参加人数 延べ 32人  

 (7) その他主な定例行事等 

  ア 親子で楽しむおはなし会（図書館司書とおはなしボランティアが協働で開催） 

毎週水・金曜日 午後３時から集会室にて開催（当日先着７席） 

参加人数 延べ 548 人 

  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 

参加人数 延べ 108 人 
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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 60 席 

参加人数 延べ 110 人 

(8) 読書案内の作成 

  ア「本の森だより」(大人の方向け新刊書案内 月 1 回発行)  

  イ「ほたるぶくろ」(児童室だより 月１回発行) 

８月号は「夏休みおすすめ BOOKS」として発行  

  ウ「はじめてであうえほん ０歳から」 

図書館絵本コーナー等に設置、10 か月検診時配布 

 

３ 図書館サポート隊の活動等 

 (1) サポーター数 個人 110 名（うち中高生サポーター34 人）、団体 38 団体 

 (2) 図書館サポート隊交流会 

   普段はそれぞれの分野で活動しているサポート隊が、活動分野や年齢等の枠を超え

て、各々の活動紹介や、意見交流、意見交換を行いました。 

   日時 ６月 19 日（日） 

   参加人数 29 人 

 (3) 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 

    開催回数 延べ 19 回 

  イ 本おなおし隊（本の修理） 月１回開催   

参加人数 延べ 44 人 

  ウ 対面朗読・公開朗読会への協力（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）  

  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 

    日時 ８月 25 日（木） おはなしボランティアのつどい  

実際に絵本を選び、絵本の読み聞かせの実践 

    日時 ８月 28 日（日） 

中高生サポーター ビブリオトークの運営補助と観覧 

  オ トイレの生け花 月３～４回 

カ おはなしボランティア  

キ としょかんかざり隊！  

  前年度までは、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

って紹介していましたが、今年度は感染対策に気をつけながら利用者の方々と交流
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イベントを実施しました。 

「きせつをはこぶきしゃ」  

日時 ５月 29 日（土）  展示期間 ５月 29 日（土）から次回開催日迄 

参加人数 53 人 

 

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 

  月１回集会 

    日時 ７月 24 日（日）  

・「本の闇鍋（福袋）」 出品点数 15 セット  

       ・寄贈ねこのあみぐるみ名前つけ 

                       

４ 学校園、地域、団体への利用啓発と連携 

 (1) 出前おはなし会、ブックトーク等 

守山北高校（３回 476 人）、中洲小学校（２回 205 人） 

地域子ども文庫（３文庫 各１回 33 人）、小津ほっとステーション（１回 13 人）

その他依頼のあった校園等（14 回 1,099 人） 合計 23 回 1,827 人 

(2) 地域子ども文庫（13 文庫）等団体への貸出し（３文庫休止） 

 (3) 中洲小学校での図書の貸出 

月 1 回（８月は休止） 児童個人貸出に加え、クラスへの団体貸出を実施 

(4) 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」（21 園） 

「ミニとしょかんわくわくボックス」（16 室） 

 (5)「夏休みおすすめＢＯＯＫＳ」の作成 

   小学校１～３年生向け、小学校４～６年生向け、中学生・高校生向けの３種類 

   市内小中学校（市立）全児童・生徒へ配布する他、Chromebook、図書館ホームペー

ジにデータ掲載。 

  

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 
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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） 

図書室での絵本の読み聞かせ 

 (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 

 

６ 障害者支援事業 

 (1) 郵送貸出 登録者 21 人 

   デイジー利用 ３人 154 件 墨字図書 １人４冊 ＣＤ １人８点 

(2) 公開朗読会（５回 70 人）・対面朗読（５回 15 件）の実施 

 

７ 医療機関との連携 

 (1) がん相談支援センター出張相談 

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 ４件４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)ってご存知ですか～エンディングノートのご紹介」 

  ８月 17 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 17 人 

   

８ 広報活動 

(1) インスタグラム 投稿数 129 件  フォロワー数 736 人    

 (2) 広報もりやま  偶数月 15 日号連載「いつだって好奇心 手を伸ばせばそこに本」 

 (3) 民生委員児童委員への図書館情報の提供 

 

９ 視察、見学等 

 (1) 視察 

  ア 泉町自治会          20 人 日時  ４月８日 （金） 

  イ 京都府舞鶴市（副市長、他４人）   ５人 日時 ４月 14 日（木） 

  エ 滋賀県彦根市立図書館        ３人 日時 ５月 31 日（火） 

  ウ 守山学区各種３団体（赤十字奉仕団、更生保護女性会、母子福祉のぞみ会）  

11人 日時  ６月 17 日（金） 

  エ 京都府舞鶴市（市長、他１人）    ２人 日時 ６月 17 日（金） 

  オ 京都府舞鶴市図書館基本計画審議会  16 人 日時 ６月 23 日（木） 
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  カ 滋賀県（琵琶湖環境部長、次長、滋賀県西部南部森林整備事務所２人、他１人） 

                   ５人 日時 ７月６日（水） 

  キ 大阪府岸和田市教育委員会生涯学習部図書館、市民 

                   21 人 日時   ７月 ８日（金） 

  ク 千葉県鎌ケ谷市市議会     ８人 日時  ７月 12 日（火） 

 (2) 見学・インタビュー等 

  ア 近畿大学生          １人 日時 ５月 12 日（木） 

  イ 吉身小学校３年生       20人 日時 ６月 28 日（火） 

  ウ 中洲小学校特別支援学級    ５人 日時 ７月 13 日（水） 

  エ 河西第二児童クラブ室     42 人  日時 ７月 29 日（金） 

 

 (3) 図書館実習およびインターンシップ受入れ 

  ア 佛教大学   １人  日時 ８月 17 日（水）から 20 日(土)・23 日（火） 

  イ 京都橘大学  ２人  日時 ８月 17 日（水）から 20 日(土)・23 日（火） 

 

10 寄贈 

 (1)「素敵なオトナ図鑑」２冊 山口克志様および同書で紹介されている市内在住の皆様 

   寄贈式 ４月 27 日（水） 

 (2) ねこのあみぐるみ 28 体 図書館友の会（河西ニュータウン手作りの会）   

寄贈式 ７月２日（土）  

(3)「構造デザインマップ関西」５冊 日本バイリーン株式会社 滋賀工場      

寄贈式 ７月８日（金） 

 (4) 釣りに関する図書 27 冊 日本釣振興会滋賀県支部  

    寄贈式 ８月 21 日（日） 

 

11 北部図書機能の整備 

  令和４年６月 20 日  北部図書機能・コミュニティ機能整備事業費補正予算議決 

      ７月 29 日  落札業者決定 

      ８月 10 日  臨時会議において契約議決 

             株式会社 材光工務店（滋賀県長浜市） 

      ８月 25 日   キックオフミーティング 

市関係課、速野会館、芦澤・水原設計共同体、材光工務店 


