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■市町村活動支援事業から

＜平成 26 年度実績特集 １＞

１ 運営相談事業（22 市町村）
市町村立図書館等や教育委員会を訪問し、助言や情報提供等を行います。

管 内

市町村名

新十津川町
空知
石狩

南幌町
新篠津村
島牧村
寿都町

後志

留寿都村
仁木町
豊浦町

胆振
洞爺湖町
松前町
森町
渡島

上川
宗谷

福島町
知内町
木古内町
士別市
東神楽町
中富良野町
豊富町
芽室町

十勝

足寄町
陸別町

内

容

カウンター業務、蔵書の除籍について
図書室の公民館から生涯学習センターへの移転に伴い、室
内レイアウト、蔵書管理システムなど運営全般について
子ども読書活動推進計画の策定、蔵書管理について
蔵書の管理、学校ブックフェスティバルの運営について
図書室のレイアウト、ボランティアとの協同による事業の
活性化について
蔵書管理システム、図書室内の環境整備等について
図書室の運営全般、蔵書の選択・除籍、図書の補修につい
て
蔵書の除籍、図書の展示、広報、ボランティアとの協働に
ついて
子ども読書活動推進計画の改定、蔵書の選択・除籍につい
て
子ども読書活動推進計画の策定、蔵書構成の確認について
蔵書管理システムの導入、配架、貸出管理、学校等との連
携について
子ども読書活動推進計画の実施にかかる今後の取組につい
て
子ども読書活動推進計画の策定について
蔵書管理システム、蔵書の更新等について
学校支援（環境整備等）について
子ども読書活動推進計画改定に向けた研修会の開催
開館半年を経て、今後の事業展開、広報等について
移転１年半を経て、運営全般に関する相談、ボランティア
との協働について
全職員を対象とした研修会（著作権、レファレンス、蔵書
構成等について）
広報、図書室の配架、学校図書館との連携について
子どもの読書活動推進計画の策定、蔵書の除籍について
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●

知内町（知内町中央公民館 平成２６年９月１９日）
知内町、松前町、福島町、木古内町では、毎年度、渡島西部４町図書館（室）実務
者研修会を行い、資質の向上や、４町が共同で毎年実施している図書館（室）フェス
ティバルの打合せを行っています。
今年度の研修会の当番である知内町では、今年度が第 1 期子ども読書活動推進計画
の最終年度にあたり、改定準備のため、研修テーマを「子ども読書活動推進計画」と
しまし、運営相談事業を活用することとしました。研修会では、当館職員が計画の必
要性や策定の手順などについて説明をしました。また、渡島教育局社会教育指導班も
同席し、助言や情報提供を行いました。
４町の策定状況は、第２期計画の策定準備に入る知内町、第 1 期計画が滑り出した
福島町、策定に着手した木古内町、策定準備中の松前町と、ばらばらです。そこで、
計画を実施中の２町の経験を他の 2 町に活かせるよう、情報交換も行いました。策定
過程では、策定委員会での現状分析や意見交換から新たな連携のアイディアが生まれ、
計画に生かされた等、担当した職員から具体的な話を聞くことができ、内容の濃い研
修となりました。
研修後の打合せでは、秋に実施予定の４町共同の図書館（室）フェスティバルのテ
ーマ等について意見交換がなされました。このフェスティバルでは、各町の町民文化
祭の一環として行う図書館（室）フェスティバルにおいて、共通テ―マを設定し、パ
ネルや図書など展示品の一部を巡回させたりしています。
この度の打合せでは、年度初めの集まりで仮に決めた共通テーマについて、どのよ
うな展示をするか各町が持ち帰って検討した結果について話し合われました。話し合
いの中では、関係資料の各町での所蔵状況を出し合い、当館からも展示貸出し等につ
いて情報提供を行う中で、秋の本番に向けて準備を進める方向性が確認されました。
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２ 重点運営支援事業（２町村）
図書室の活性化を図ろうとする市町村に対し、年間を通して重点的に支援します。
新刊書総計７００冊を貸し出すほか、複数の市町村活動支援事業を組み合わせて行
い、図書室の活動全体の活性化を目指します。
管 内

市町村名

上川
釧路

占冠村
釧路町

課題解決の方向性

子どもの読書活動推進計画の策定、子どもの読書の充実
町民が利用しやすい図書室、ボランティアとの協働

● 占冠村
占冠村には、公民館図書室とトマムコミュニティセンター図書室の２つの図書室が
あり、保育所や学校への貸出しを行っていますが、近隣に書店もなく、子どもの読書
に対応するための蔵書の充実を図ることが課題です。また、子ども読書活動推進計画
の 26 年度内策定を目指しています。
次のメニューで１年間支援を行いました。
事業名

内容
図書室の活性化、子ども読書活動推進計画策定に関
する助言等

5 月 14 日

運営相談

6～1 月

新刊書の貸出し

11 月 12 日

運営相談

新刊書の活用、広報、児童コーナーの環境改善

3月4日

運営相談

まとめ

３回目の運営相談では、約１年間にわたる占冠村の取組について振り返りました。
１回目の運営相談後から除架に取り組んだほか、児童コーナーの環境改善、新刊書
コーナーへの表示の設置、図書だよりの作成などにより、年度後半からは利用が伸び
たことが報告されました。また、子ども読書活動推進計画案もまとめられました。

３回目の運営相談の様子
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● 釧路町
釧路町は、公民館図書室とコミュニティセンター図書室の２つの図書室があります。
週４日ある開室日を、公民館図書室については平成 25 年度から６日に増やすなどし
てきましたが、「釧路町読書推進計画」を踏まえ、より利用しやすい図書室を目指し
ています。
釧路町では、様々な市町村活動支援事業のメニューを組み合わせて実施しました。
5 月 21 日～22 日

運営相談

5 月、10 月

大量一括貸出し

6～8 月、１０～12 月、２～３月

ミニ展示（展示貸出し）

6～1 月

新刊書の貸出し

９月 14 日

出前講座

10～3 月

理科読セット、体力向上・スポーツブックスの貸出し

10 月 29

学校ブックフェスティバル

10 月 31 日～11 月 1 日

事業企画支援

３月４日

運営相談（まとめ）

1 回目の運営相談において、公民館図書室・コミュニティセンター図書室の活性化
について助言しました。意見交換をする中で、活性化の一つの手段として、季節や話
題に応じたミニ展示を企画してはどうかというアイディアが生まれ、その後、３回に
わたって展示貸出しを行いました。この展示をとおして、テーマ設定や資料寄せのコ
ツをつかみ、図書室の資料を活用して日常的に展示ができるようにするのがねらいで
す。
事業企画支援では、公民館講座として行われた「図書室カフェ」の運営に参加して
支援しました。この「図書室カフェ」は、昼の部と夜の部の２回行われ、昼の部
「Afternoon tea」は、参加者は皆さん大人の方で、道立図書館の紹介、企画展示の
仕方、全道の図書館ボランティアの状況等を話の糸口にして、和気あいあいと語り合
いました。
夜の部「in the night」は、本や図
書室についての思いを語ったり、おす
すめ本を紹介しあいました。こちらは、
中学生とその保護者の方が多く、本を
介してのおしゃべりがはずみました。
釧路町では、その後、図書室カフェ
をパワーアップした「ブックトークカ
フェ」を冬休みと春休みに開催。春休
みは、そこで紹介してもらった図書を
ボランティアの皆さんが展示された
ということです。
新刊書コーナーの様子
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３ 図書館行事支援事業（12 市町村）
（１）事業企画支援
管 内

胆振
檜山
上川
留萌
宗谷
釧路

市町村名

洞爺湖町
厚真町
奥尻町
愛別町
天塩町
利尻町
釧路町

内

容

ピノキオ読み聞かせの会（しかけ絵本の展示、企画助言）
図書フェスティバル（展示貸出しと出前講座）
図書室企画展示（展示貸出しと企画助言等）
図書室まつり（展示貸出しと企画助言）
展示貸出し
「クリスマス会打合せ」での情報提供
公民館講座の運営支援

● 洞爺湖町（あぶた読書の家 平成２６年１１月８日）
あぶた読書の家では、年９回程度、ボランティアによる「ピノキオ読み聞かせの会」
が開催されています。１１月は、当館のしかけ絵本の展示も加えての開催となりまし
た。当日は、このほか、本の効果的なディスプレイの方法や他町のイベント事例など
について、情報提供を行いました。

（２）出前講座（北海道立文学館連携）
実施町

イベント名

内容

岸田典大氏「絵本パフォーマンス」
※ 町文化祭の一環として、実施。
松前町
図書館フェスティバル
岸田典大氏「絵本パフォーマンス」
公民館講座「絵本パフォー 岸田典大氏「絵本パフォーマンス」
釧路町
マンス」
※ 町の収穫祭の一環として開催
● 厚真町（ 平成２６年１１月３日）
厚真町では、１１月３～4 日に、公民館、青少年センター、総合福祉センターを会
場に、「2014 厚真町文化祭」が開催されました。この一環として開催された「図書
フェスティバル」では、岸田典大氏の絵本パフォーマンスが行われました。岸田氏は、
１３冊もの絵本の読み聞かせライブを行い、子どもたちを楽しませていました。
会場内にはさらに、古雑誌リサイクルコーナーや、公民館所蔵のしかけ絵本展示を
設け、当館所蔵資料による「昭和タイムトリップ展」にも懐かしのおもちゃを添える
など、工夫されていました。
厚真町

図書フェスティバル
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