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■ 市町村活動支援事業アンケートについて 

1 

 

市町村の図書館・図書室のみなさんにご回答いただいた標記アンケートの回答をもとに、

集計結果をまとめました。調査結果の概要をご紹介します。 

 

 

平成 30 年度市町村活動支援事業の利用等について 
－アンケート調査報告（概要版）― 

 

 ・照 会 日 平成 30 年 11 月 20 日 （回答期限 平成 30 年１2 月 14 日） 

 ・照会方法 メール又はファクシミリで送付及び回収 

 ・照 会 数 道内 178 市町村（札幌市を除く） 

 ・回 答 数 137 市町村  （回収率 77.0％） ※平成 31 年１月９日現在 

 

１ 市町村活動支援事業の利用について 

（１） 利用状況について  

（回答数 137市町村） 

 

今年度の利用に関しては、回答した 137 市町村中のうち 56.2％が本事業を利用しまし 

た。また、過去３年も含めると、82.5%の市町村に利用していただいています。 

支援事業全体としてはおおむね好評で、継続を希望する声が多く見られましたが、一部 

回答の中には、当館の他課の事業や、文学館独自の事業と混同したと思われる記述があり 

ました。 

今後も、さらにわかりやすい事業の周知に努め、必要とされる支援を継続していきます。 
 

（２） 市町村活動支援事業への意見・要望から 

 意見・要望  企画支援課から 

イベント展示用のリストがあれ

ば、イベント企画に役立てられるの

ですが。 

道立図書館で実施した特定の展示テーマに沿った資料リスト

（「天体関係 100 冊程度」等）は、当館ホームページの「今月の展

示・展示リスト」にありますので、ご参照ください。    

なお、貸出しについては、細かい分類をしていない「支援資料」

では対応できないため、利用サービス課でご相談をお受けします。 

出前講座（文学館連携事業）に

申し込みましたが当たりませんでし

た。実施数を増やせないでしょう

か。 

例年、応募多数のためご不便をおかけしています。 

この事業は、北海道立文学館の地域連携講座の実施数から 

３講座分を、読書振興につながる行事等に活用していただくことを

前提に、道立図書館の市町村活動支援事業として実施しているも

のです。ご理解をお願いいたします。 

利用している  82.5％  利用なし 

17.5％ H30 に利用  56.2％    過去３年に利用  26.3％ 
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意見・要望 企画支援課から 

学校図書館運営相談事業です

が、学校は図書館担当者の入れ

替わりがあるので、申込締切を遅く

することはできないでしょうか。 

学校や地域で事情が違うことがありますが、学校では年間計画

の都合上、前年度の早い時期に案内を希望されるケースもありま

す。年度途中でも、まずは企画支援課へご相談ください。 

 研修や事業の企画のため、ポー

タル上で様々な事業ジャンルに対

応した講師等の紹介リストがあれ

ば利用したいです。 

事業別にはなっておりませんが、道内各地で実施された春・秋

の読書週間等イベントでの講師リストを作成し、図書館ポータル

の「お役立ちファイル集」で公開しています。どうぞご活用くださ

い。 

道央圏の研修に参加することが

難しいため、相互協力促進事業で

講師として来ていただき、とても助

かりました。（同意見１） 

 集合研修にお役立ていただき、ありがとうございます。複数市町

村が集まる研修等の場面では、ボランティア向けの研修等にも対

応しています。今後もより良い研修や情報提供に努めてまいりま

す。 

 

２ 図書館ポータル（ILL 以外）について 

（１） 利用状況について 

                           （回答数 135市町村）  

①ほぼ毎日利用 

23.7％ 

②週に１～２回 

29.6％ 

③月に１～３回 
36.3％ 

④利用 
なし 

10.4％ 

 

週に１回以上利用している市町村が５割以上、月１回以上利用している市町村も９割近 

くありました。 

 

（２） 利用したことがない理由 

理 由 企画支援課から 

図書館ポータルのＩＤやパ

スワードが分からない。 

企画支援課まで、お問い合わせください。図書館ポータルでは、道立

図書館等への貸出し、購入リクエストのほか、各種研修会、イベントの案

内、人事情報などの情報発信等にも活用していただけます。 

 

図書館ポータルは、道内全ての道内図書館・図書室が、研修会やイベントの案内を掲載 

したり、イベントの講師リストなどの参考資料を掲載したりするなどの情報提供・情報共 

有ができます。また、ファイルデータの大きさを気にせずにデータのやりとりができる機 

能のほか、市町村間の情報交換を行う掲示板の役割を果たす機能もあります。 

便利な機能を、ぜひご活用ください。（機能の詳細について、ｐ.9-10 で詳しく紹介し 

ています。） 

 

   

お忙しい中、調査にご協力いただきありがとうございました。 

平成 31年度も市町村活動支援事業を継続してまいります。 

今後も率直なご意見をお寄せください。 
 

http://4.bp.blogspot.com/-yBArOLjnh_g/UNO5xhutrFI/AAAAAAAAI0g/z_H9AqzvY4I/s1600/syazai_business_woman.png


■ 平成３０年度市町村活動支援事業の実施状況から 
 

３ 

（１）学校図書館運営相談事業●奥尻町 

学校図書館運営相談事業は、市町村立図書館等による学校図書館への支援について、 

助言や情報提供を行う事業です。市町村図書館や教育委員会の方と学校を訪問し、実際 

に環境改善の作業をすることもあります。 

 

運営相談の参加者は、学校図書館長である校長先生と図書担当教諭のほか、海洋セン 

ター図書室の担当者、町教育委員会職員でした。まずは、学校図書館整備に関して共通認

識を持つため、道立図書館職員がミニ講座で古い資料の除架・除籍や本の表紙を見せる展

示方法などを説明しました。 

その後、実際に手に取って出版年などを確認していくと、データや表記が古い事典や 

破損している本が混在していることを各々が実感でき、早期の環境改善が必要であると 

の認識を共有しました。 

今後は、海洋センター図書室と連携して大量一括貸出しや、環境改善に取り組む方向で

話が進みました。 

 

 

 

学校図書館の環境改善のための共通認識ができて、 

図書室と学校の連携が進みました。 

●実施の効果や感想等 

☑ 良かった  □ まあまあ良かった  □ あまり良くなかった  □ 良くなかった 

・理由 

蔵書や書架の管理のしかたについて、基本的な考え方や具体的な手順を示していただけ

て大変わかりやすかったです。その後、町教委の協力を得て学校職員を動員して書架の整

理を行いましたが、運営相談事業に出席したメンバーの共通認識のもと作業を進めること

ができました。 

（H30年度市町村活動支援事業アンケートから） 



 

■ 平成３０年度市町村活動支援事業の実施状況から 

 

４ 

（２）学校ブックフェスティバル事業●奥尻町 

学校ブックフェスティバルは、市町村立図書館等と学校との連携を促進することを目的 

として、学校に道立図書館の児童書を提供し、児童生徒に読みたい本を自由に選んでもら 

う事業です。 

 

奥尻町立青苗小学校では、本選びの会場は体育館に準備し、はじめに多目的室等で、  

ボランティアさんによる読み聞かせのほか、児童４名による読み聞かせを実施しました。 

四つのおはなしから好きなものを選んで各コーナーに分かれ、練習を積んだであろう

読み手のおはなしに熱心に聞き入っていました。 

その後、体育館に移動してブックフェスティバルの本選びやしかけ絵本、おはなし迷路 

を楽しみました。さらに、各自が選んだ本の情報を、カラフルな木の葉型のカードに書き、 

多目的室の壁の「読書の木」の枝に貼りました。 

実施日は土曜日で、保護者の方なども見学に訪れ、一緒に本選びを楽しみました。また、 

町教育委員会のご配慮で、校内の一角に古本譲渡のコーナーを設けて、保護者や先生方も

気に入った本の譲渡を受けていました。譲渡用の本は、道立図書館企画支援課の譲渡本を活

用していただきました。 

 

 

 
様々な工夫で、学校

ブックフェスティバル

が盛り上がりました！ 

○児童による読み聞かせ 

 先生が絵本を持って、読み手の児童

が原稿を読みました。好きなおはなし

に聞き入っていました。 

○古書譲渡のコーナー 

 校内の一角に、道立図書館からの譲

渡本を並べたコーナーをつくり、保護

者の方などにも開放しました。 



 
■ 市町村活動支援事業の活動状況から 

 

５ 

（３）相互協力促進事業●留萌管内図書館（室）職員研修会 

相互協力促進事業は、各管内や複数市町村合同で図書館振興や読書推進に関わる活動を 

行っている“団体”を支援するもので、道立図書館職員を講師として派遣し、研修会・学習

会等で、テーマに沿った情報提供や、市町村の連携事例など地域の相互協力の促進につい

て助言を行っています。 

 

平成30年10月５日（金）、羽幌町立中央公民館を会場に開催した「留萌管内図書館

（室）職員研修会」では、「図書館のサイン」をテーマに、前半は当館職員による講話、 

後半は参加者による情報交換を行いました。内容は次のとおりです。 

 

【講話１】「効果的な図書館（室）のサインとは ～道内図書館の事例から～」  

サインとは、行動目的を快適かつ安全に果たすために情報の伝達を行うもので、図書館

（室）内にも看板や掲示板を含め、さまざまなサインがあります。図書館におけるサイン

の概念からサイン計画まで、市町村立図書館や学校図書館、道立図書館の事例も交え、  

より良いサインについて考えました。 

 

【講話２】「図書館（室）の企画展示 ～その効果と実践事例～」 

図書館（室）での企画展示は、所蔵資料の利用を促進するとともに、自館の存在を社会

に示す広報手段ともなり得ます。道内の事例などを参考に、効果的な展示を行うために意

識したいポイントや広報手段などについて考えました。 

会場からは、書影を使った資料リストをインターネットで公開する際の注意点について

質問があり、許諾手続きの基本的な考え方などを参加者間で共有しました。 

 

【研究協議・意見交換】 

参加各町村から今年度の活動状況につ 

いて報告があり、情報共有を行いました。 

また、道立図書館からは平成30年度内

に実施する全道図書館専門研修（企画・ 

広報）について、留萌教育局からは10月

24日に留萌管内で開催する読書活動活性

化フォーラム等についての情報提供があり

ました。 

 

 

＊ 平成 31年度の「相互協力促進事業」の募集数は、「８地域程度」です。 

派遣希望のある地域・団体は、お早めにお申込みください。 
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＊＊今回は、幼稚園や保育園と連携した幼児サービスにスポットを当てます。＊＊ 

 

（1）市立小樽図書館 

おたるこどもブックフェスティバル 
 場 所：あかつき保育園 

開催日：平成 30 年 6 月 1 日（金） 

  

市立小樽図書館が主催して、市内のあかつき保

育園でブックフェスティバルが開催されました。

当日は、0 歳から 6 歳までの園児 19 名とその兄

弟、保護者16名が参加して、同館所蔵の約200

冊の絵本が、保育園のホールに敷き詰められまし

た。 

同館では、9 か月健診時にブックスタートを実

施してきましたが、その後のフォローアップの一

つとして、切れ目なく子どもたちが読書に親しみ、

親子での公立図書館の積極的な利用のきっかけに

なるようにと、今回の実施を決定したそうです。

1 人 3 冊までの貸出しに参加した園児たちは、眼

を輝かせてたくさんの本の中からお気に入りの 1 冊を探し出していたとのこと。 

同年 2 月に開催された小樽オリーブ幼稚園での第 1 回目に続く 2 回目の開催となり、

今後も保育園や幼稚園などと連携し、拡大していく予定。 

 

 

（2）広尾町立図書館 

絵本作家堀川真さん講演会 
（広尾町 150周年記念事業） 

場 所：広尾町児童福祉会館 

開催日：平成 30 年 10 月 26 日（金） 

   

絵本作家の堀川真氏を講師に招き、児童 

福祉会館で講演会を開催。地域住民のほか、 

ひろお幼稚園とひろお保育園（図書館がバ 

スを手配）が参加し、合わせて約 120 名 

が集まったそうです。 

堀川氏による『もりのやきゅうちーむ 

ふぁいたーず』の朗読や紙飛行機工作など

が行われ、参加した保護者や幼稚園の先生

方が作った紙飛行機を、子どもたちが飛ば

して遊ぶなど、楽しそうな様子が見られた

とのことです。 

 

ブックフェスティバルの様子 

（あかつき保育園） 
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（3）恵庭市立図書館 

パパの為のふれあい講座 
場 所：恵庭市立図書館 

開催日：平成 30 年 11 月 3 日（土） 

 

恵庭市こすもす保育園園長の村松良太氏を講師に

招き、子どもとのふれあいや読み聞かせを実演して

もらうことで、父親や祖父の育児への参加を促すこと

を目的に、今回初めての試みとして開催。 

当日は、大人 12 名、子ども 14 名の計 26 名が

参加して、村松氏のオススメ絵本の読み聞かせや

「ナインボール」という親子で遊べるゲームを行

い、参加者みんなで盛り上がったとのこと。 

また、講座の開催に当たり、育児本などを集めた

「子育て特集」のコーナーも設置されました。 

 

（4）森町図書館 

絵本の読み聞かせ教室（出張おはなし会） 
場 所：森町立森幼稚園 ／ 森町立さわら幼稚園 

開催日：平成 30 年 10 月 5 日（金）／ 11 月 22 日（金） 
 

幼い頃から本に親しんでもらう機会を増や

すことを目的に、同町では例年、町内にある

二つの幼稚園のどちらかで、読み聞かせ教室

を開催してきました。 

 参加対象は保護者に限らず、地域住民など

も幅広く募集し、今年度は森幼稚園で開催さ

れました。 

もう一方のさわら幼稚園では、園児を対象

に「出張おはなし会」を開催したとのことで

す。 

「子育て特集」 

コーナーの様子 

「出張おはなし会」の様子 

（さわら幼稚園）



■ お役立ち情報 

8 

 

実務に役立つ情報、発信しています。～図書館ポータルのススメ～ 

 相互貸借の申込みや道立図書館へ購入リクエストを行うことができる「図書館職員専用 

図書館ポータル」は、道立図書館ホームページからアクセスすることができます。 

 普段からアクセスしている方はもちろん、あまりアクセスしたことがない・・・という

方にも役に立つ、プラスαの図書館ポータル活用術を一部ご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「伝言板・情報交換」機能では、イベント情報の

発信、人事異動、休館情報、求人情報、アンケート

の実施・回答など、図書館同士の情報共有にお使い

いただけます。 

この機能は、全道図書館への一斉発信のほかに、

個別に送信対象館を選ぶこともできますので、 

メールの代わりとしても利用できます。 

 
 

まずはログインしてみましょう。 
全ての道内市町村図書館（室）に IDと
パスワードが割り当てられています。 ※ID、パスワードが分からない･･･そんな時はお気軽に

企画支援課へお電話ください。 

伝言板・情報交換 

送信先を選択できて便利！ 
 

例えば･･･ 

＊人事異動を一斉にお知らせ、 

＊近隣の図書館だけにイベントの 

お知らせ         等 

リンクやファイル添付も可能！ 
 

ファイル添付の際は「情報共有ファイル」

を使います。詳細は次のページへ！ 

プルダウンリストから「研修／ 
イベント」「休館情報」などを
選択 



■ お役立ち情報 
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◆研修／イベント 

 トップページから「お知らせ」「研修イベント」

「休館情報」「情報交換」をチェックすることがで

きます。 

「研修イベント」では、「全道図書館新任職員研

修会」「全道図書館専門研修」などの北図振・当館

共催の各研修の開催案内や、道内外開催の図書館関

係セミナー、イベント情報を発信しています。 

 道立図書館だけでなく、各市町村図書館（室）か

らも各種情報が発信されており、日々の情報収集に

も活用できます。 

 
 
 

 

「情報共有ファイル」は色々な使い方ができます。 
①実務で使える情報収集 

－「３ お役立ちファイル集」がおすすめ！ 

②大容量データの送受信 
－「８ 公共図書館のフォルダ」がおすすめ！ 

 

 

 
 
 
 

                                       
  

 

 

 

情報共有ファイル 

自由にデータ保存（ファイル作成）できます！ 
 
・お知らせやイベント情報を「伝言板」で発信する前に、 

ここへ人事異動やチラシのデータを保存することで 

リンクが可能になります。 

・図書館（室）同士の大容量データの受け渡しにも活用 

いただけます。 

 

※フォルダ作成は 1市町村 1フォルダでお願いします。 

講師情報や自主研修で使える動画が見られる！ 
 
参考情報：毎年ご協力いただいている読書週間調査回答をもとに

作成した「講師情報」を公開しています。 

WEB研修：紙芝居のやり方のポイントや図書修理の動画等を公開

しています。 

図書館ポータル通信：使い方の基本マニュアルとして使えます。 

「講師等一覧」は市町村図書館（室）のニーズを受け、作成を始めたものです。 

今後もニーズにお応えできるよう努めますので、お気軽にご意見をお寄せください。 

様々な場面で図書館ポータルをご活用いただければ幸いです。 

↓ H30 読書週間調査における主な講師等一覧 
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● 再開館の準備、着々と・・・ ● 

アスベスト除去工事等に係り、平成 31 年 3 月末まで臨時休館 

させていただいているところ（貸出し・レファレンス等は継続中） 

ですが、現在、再開館に向けた準備をしているまっただ中です。 

長期間にわたりご不便、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、 

今しばらく、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。 

   

【今後のスケジュール】 

  ２月 19 日（火）～20 日（水）窓口業務休止（仮設庁舎から本庁舎へ移転・確認作業）  

  ２月 21 日（木）       本庁舎臨時窓口再オープン（北方資料室に移設） 

  ４月  ２日（火）～      通 常 開 館 再 開 ！ 

 

● 「平成 31(2019)年度市町村活動支援事業案内」について ●  

  現在、各教育局を通じて平成 31 年度事業の募集をしております。 

お申込み予定の事業がある場合は、関係各課・学校等調整の上、各教育局あて 

忘れずにお申し込みください。 

 

 

 

  
  

※ 事業貸出しでお申し込みください。 

（左：DAISY図書、右：LLブック） 
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道立図書館からのお知らせ 

新しく「バリアフリー 

資料見本セット」が 

できました！ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-gqRVYh1GDtk/U-8HCTnbliI/AAAAAAAAk-I/MHQDeHu8Qso/s800/business_ojigi_woman.png

	0_あけぼの65号表紙
	1_市町村活動支援事業アンケートについて
	2(1)_学校図書館運営相談事業
	2(2)_学校ブックフェスティバル
	2(3)_相互協力促進事業
	3_道内図書館（室）トピックス_s
	4_お役立ち情報（ポータル）
	5_お知らせ・奥付

