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    自動貸出機の導入については、７割強が導入しておらず、またその他の特徴的な機器の導入の 

割合は多種多様でした。 

   特に、後者については、グラフのとおり、偏りがなく割合がきれいに分かれています。推測で 

すが、他の自治体の導入事例を参考にしたというより「わがまちで必要な○○は、これ」という 

選択が回答結果に表れたのだと思います。 

   利用者がきちんとルールを遵守している図書館（室）などでは、防犯カメラを必要としないか 

もしれませんし、図書館（室）そのものが、まちづくりの拠点として機能している場合は、デジ 

タルサイネージによるお知らせ機能の活用も有効です。例を挙げればきりがないほど図書館と 

いうインフラは自治体における利用の実態や図書館（室）の位置づけ等により、様々な現象が確 

認できます。 
 

   設問９では、道内各図書館（室）の独自取組みについて見てみます。 

設問９(1)、(2)の回答数＝230 複数回答あり 

9.4%

22.0%

8.7%

16.5%

8.7%

11.0%

18.9%

4.7%

設問８ システム機器等の導入について（3） その他の特徴的な機器等

セキュリティーゲート 9.4%

防犯カメラ 22.0%

読書通帳記入機 8.7%

バリアフリー機器 16.5%

デジタルサイネージ 8.7%

タブレット端末 11.0%

図書殺菌機 18.9%

その他 4.7%

0.4%

27.8%

42.2%

1.3%

6.1%

0.4%

4.8%

8.3%
8.7%

設問９ 地域貢献を意識しているサービス（1） サービスの種類

行政支援 0.4％

学校教育支援 27.8％

子育て支援 42.2％

ビジネス支援 1.3％

医療健康支援 6.1％

法律情報支援 0.4％

まちづくり支援 4.8％

その他事業 8.3％

特に実施していない 8.7％
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① 行政支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効     果 

占冠村公民館図書室 通年 通年 なし 
行政情報や資料の閲覧を目的に訪れる

来館者が増えた。 

 

② 学校教育支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効     果 

芦別市立図書館 ブックトーク 学校の希望に合わせ、授業 

時間1 コマで実施。 

なし 紹介した本は1 か月間貸出し利用さ 

れている。また実施校は、移動図書 

館車からも本の貸出数が多い。 

滝川市立図書館 「滝川市立図書館活用ガイ 

ド2020」 
図書館活用ガイドを全ての 

小・中学校の先生に１冊ず 

つ配布し、調べ学習用図書 

の貸し出しや学校図書館の 

運営相談、読書アルバムの 

表彰など様々な支援を行っ 

ている。 

若干の消耗品費、 

報償費 

２万2,000 円 

（調べる学習 

コンクール副賞、 

読書アルバム 

500 冊達成表 

彰記念品用） 

先生に1 冊ずつ活用ガイドを配布す 

ることで、学校図書館の担当教諭以 

外の先生も支援内容の選択・依頼を 

しやすくなり、調べ学習用図書の貸 

し出しが増加した。 

深川市立図書館 小中学校へ朝読等を目的と 

した学級文庫の貸出し 
小学校６校へ月１回、中学 

校２校へ２月に１回の頻度 

で貸出し。 

- 
 
 

- 
 
 

種  別 内  容 事 例 等 

①行政支援    
自治体職員や地方議会議員が行政運営や政策立案を行う際に必要になる

資料や情報の提供や市民への行政サービスの周知活動ほか。 
行政情報コーナーの設置 

②学校教育支援 
学校経営や生徒指導に役立つ情報や資料の提供。学校図書館運営や児童

生徒への読書活動への支援 
学校図書館環境整備事業 

③子育て支援 子育てを支援するための情報や資料提供等のサービス。 ブックスタート 

④ビジネス支援 
仕事に必要とする資料や情報の提供や起業支援等のほか、地場産業であ

る農業や漁業等の支援も含まれる。 
ビジネス相談 

⑤医療健康支援 
高齢化社会の到来による住民の医療 ・健康に対する関心の高まりに対し

て行う情報提供や資料の提供や事業の実施等 
地域医療紹介コーナー 

⑥法律情報支援 
最近の社会情勢により、増加する法律上のトラブルや法律に対する関心

の高まりを契機。 
くらしの法律相談 

⑦まちづくり支援 
市民活動や文化活動への支援のための情報提供や事業。または、まちの

課題等の解決につながる事業や情報発信等 
まちじゅう図書館 

⑧その他事業等 
多くの住民が集まる特徴的な文化集会事業や利用者や貸出が非常に多く

みられた展示事業など、独自性の高い図書館事業等 

本の福袋(ブラインドブック)

展示 

  設問９は、地域貢献を意識した図書館サービスのアンケートです。 回答しやすいように８つのカ 

テゴリーを設けて伺いました。地域固有の事情により取組も様々ですが、具体的な内容を次にまと 

めます。 
 

（次ページ以降、いただいた回答をそのまま掲載することを基本としていますが、表記の統一等、 

内容が変わらない程度の語句修正や編集をしていますのでご了承ください。なお、アンケートでは 

⑤医療・健康サービスとなっていますが、本報告書では医療健康支援としています。） 
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② 学校教育支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効     果 

由仁町ゆめっく館 「小さな本箱事業」低・中・

高学年に分けて、中休みの 

図書館にコンテナ一箱分を 

届ける。司書や職員が本の 

内容を紹介しながら、子ど 

もたちと本を結びつける取 

組み 

月3 回（低・中・高学年別）

小学生対象 

なし 本に苦手意識を持つ子どもも、友だ 

ちと図書館に来ることで、自然に本 

に親しむ光景が見られる。 

栗山町図書館 司書を町内学校図書館へ派 

遣し、学校図書館及び児童・

生徒の読書環境を充実させ 

る。 

司書が毎週1 回町内4 校の 

小・中学校を訪問。また週 

1～2 回学校図書館を担当す 

る司書を配置。学校図書館 

の管理運営補助、通年での 

定期的な団体貸出のほか、 

授業補助を行う。 

120 万円（学校 

図書館資料費 

として） 

1 校当たり2 名の司書が定期的に訪 

問し児童・生徒との交流を持つこと 

で、学校図書館への親しみが増し来 

館しやすくなったと思われる。特に 

学校担当司書の配置後は、利用者数 

が1.2～2 倍の増加となった。 

新十津川町図書館 
 
 
 
 

小・中学校の学校図書館の 

充実及び読書活動の充実 
学校図書館への本の貸し出 

しと小学校全学年の授業で 

学級おはなし会実施、中学 

校図書委員を対象に図書館 

利用促進講習会の実施 

4,000～5,000 円 

 

小学校児童の来館と貸出冊数の増加 

小・中学校の図書館からのリクエス 

ト冊数の増加。 

札幌市中央図書館 
 
 
 

学校への配送による図書館 

資料の貸出し、総合的な学 

習の時間や職場体験の受け 

入れなど。 

図書館資料の貸出しは、65 

校約3,700 冊。学校の受け 

入れは21 校約600 名。 

図書館資料の配 

送料がかかって 

いるが、別事業 

と合わせて計上 

学校からは授業等で役に立っている 

との声が聞かれた。総合的な学習の 

時間等では児童らの満足度も高い様 

子である。 

北広島市図書館 
 

学校図書館活用事業 学校図書館への支援 1,917 万4,000 円 学校図書館の環境整備、貸出数の増 

加など。 

新篠津村自治センター 
図書室 

小学校への団体貸出 担当教員が来館し学年ごと 

に選書（年３回） 

なし 朝読書をはじめ、読書活動の推進に 

有効に活用されている。 

市立小樽図書館 
 
 
 
 
 
 

スクールライブラリー便や 

運営相談等により、学校経 

営や生徒指導に役立つ情報 

や資料を提供。学校図書館 

の運営や児童・生徒の読書 

活動への支援 

スクールライブラリー便 

（長期便：年1 回､7 件、2,400 

冊 短期便：学期毎､59 件、 

3,540 冊、リクエスト便：随時、 

122 件、2,244 冊） 

たるばとレポート（学校図書館 

通信）年7 回発行 

60 万円 

（スクールライブ 

ラリー便購入費） 

図書館が中心となって各学校に新刊 

書や授業支援図書を巡回させること 

により、効率的・効果的に授業支援 

や読書活動支援を行うことができ、 

アンケートの結果もおおむね好評。 

全小・中学校のおよそ9 割が利用し 

ている。 

蘭越町花一会図書館 単元資料支援・授業支援、 

学校図書館運営支援（選書 

・購入支援を含む）、委員会 

支援／対象：小学校2 校、 

中学校1 校、高校1 校 

通年 なし アンケートでは、「小・中学校とも、 

学級文庫はよく活用されている」 

「学習資料支援、授業支援も大変助 

かる」「学校図書館の整備、掲示も大 

変助かる」等、先生方から毎年多数 

の感想をいただいている。 

黒松内町ふれあいの森 
情報館 

絵本の読み聞かせや団体貸 

出など。 

小規模校へ月１回赴く なし 児童・生徒の学校における読書機会 

の増加 

ニセコ町学習交流センター 

「あそぶっく」 

読み聞かせ事業 読書活動の推進 なし 月1 回の朝読書や、週1 で読み聞か 

せを実施。当該施設に足を運んでく 

れるようになった。 

真狩村公民館図書室 移動図書の実施 子育て支援センター、小学 

校、放課後児童クラブ等へ 

定期的に児童書などを配本 

し、より充実した読書環境 

づくりを行っている。 

なし 児童・生徒の読書の推進に貢献して 

いる。 

 

 

 

京極町生涯学習センター 
湧学館 

学校への本の貸出し、購入 

支援など 

小学校の各クラス、中学校 

の図書館に本を貸出し定期 

的に入れ替える。学校図書 

館の図書購入の際、蔵書と 

重複しないかの確認と装備 

を行う。 

- - 
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② 学校教育支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

壮瞥町地域交流センター 
図書室 

児童への読書活動の支援 学校ブックフェスティバル 

の支援（令和２年１月31 日） 

壮瞥小学校の全児童に読み 

聞かせを行い、多種多様な 

本の閲覧する楽しさを体験 

させ、日常的に読書に親し 

む意欲を高める。その他に 

夏季・冬季休業期間に読書 

を推進させるため、地域交 

流センターの本を各学校に 

貸し出している。 

1,000 円程度 

（昨年度は560 円） 
児童・生徒の読書に親しもうとする 

向上心を高めた。 

 

厚真町公民館図書室 学校図書館環境整備事業 ７月から３月にかけて司書 

が町内小・中学校で図書館 

整備を行った。 

- 図書担当になった教諭の具体的な相 

談にのった。3 月頃には学校図書館 

の運営がまわるようになっていた。 

日高町立門別図書館郷土 
資料館 

司書を町内各小学校に定期 

的（週１回）に派遣し、学 

校図書館内の環境整備（書 

架整理や清掃、図書の修理、 

図書展示の入替等）を実施 

する。 

平成29 年より実施。 支援用消耗品費 

として約10 万 

円 

 

学校図書館の環境の維持。定期的に 

訪問しているため、小学校教職員と 

のコミュニケーションがスムーズに 

とれるようになった。これにより図 

書館の見学、団体貸出の申込みやそ 

れに関する相談(実施時期や事前授業 

等)が増えた。 

平取町立図書館 児童・生徒（主に小学生） 

の読書環境の整備 

通年にわたり、町内小・中 

学校の学級に「団体貸出」、 

小学校に「移動図書館運行」 

等を学校支援サービスとし 

て行っている。 

配本する図書は 

「備品（資料） 

購入費」で支出 

町内各小学校を巡回する「移動図書 

館」は、延べ447 名・合計926 冊の 

利用があった。 

町立様似図書館 町内の小・中学生を対象とし、 

町内の見どころをとおして 

調べ学習をすることで、町 

の魅力を再発見し、郷土愛 

を育て自ら物事を調べる力 

をつけさせる。 

年6 回のプログラム ジオパーク推進 

協議会からの支 

出のため、図書 

館としては0。 

場合によって、 

参加料等の発生 

もあり。 

図書館で調べて、自ら結果を導き出 

すことに達成感を感じたという感想 

や、さらに調べたいことができたと 

いった深い学びへのつながりが見え 

た。また、調べ学習では、他自治体 

の図書館を利用させていただいた回 

もあり、より図書館という場所に魅 

力を感じていた。 

函館市中央図書館 コンテナ便 東部四地区の地区図書室が 

ない地域の学校に子ども向 

けの本をコンテナ便として 

1 年間、巡回で貸出すサー 

ビス。 

- 借りた学校からは大変好評である。 

八雲町立図書館 学校図書室支援相談/読み聞 

かせ派遣・見学/蔵書貸出等 

・支援相談1～2 件/年  

・読み聞かせ派遣3～4 件/年 

・見学5～6 件/年  

・蔵書貸出（学級文庫） 

10 回程度/年 

なし 図書（館）を活用した学校サイドの 

読書活動が図られる中で、学校・公 

共図書館間における相互支援の連携 

が定着しつつある。 

福島町福祉センター 
図書室 

「移動図書」として小学生 

を対象に毎月、各小学校へ 

図書室の蔵書の一部を運搬 

し、校内で図書の貸し出し 

を行うことで、子どもの読 

書の推進を図る。 

各小学校毎月１回実施。 

貸出総数4,814 冊 

図書室の蔵書の 

活用 

普段、図書室へ足を運ばない（本を 

読まない）児童への読書をする機会 

づくりとなった。 

福島町福祉センター 
図書室 

「学校ブックフェスティ 

バル」として、各小・中学 

校で年１回、児童・生徒を 

対象に、福祉センターや学 

校体育館に大量の本を並べ 

て本を貸し出す。また、児 

童・生徒同士で好きな本を 

紹介し合うことで、読書をす

る機会づくりを図る。 

各学校年１回実施。 

貸出総数1,001 冊 

 

図書室の蔵書の 

活用 

児童・生徒が本に触れるきっかけづ 

くりとなった。 
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Survey results 

② 学校教育支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

厚沢部町図書館 小学校学級文庫（団体貸出）、

生徒指導の資料提供、見学 

授業等での館内利用 

3 地区の小学校学級文庫月 

１回入れ換え。授業等での 

館内利用年3～4 回 

- 図書館を知るきっかけにもなり、児 

童の授業以外での来館や利用にも 

繋がった。 

乙部町公民館図書室 巡回図書 遠隔２小学校は年数回程度、 

本町地区小学校は読書月間 

に合わせて図書室蔵書を巡 

回図書として貸し出す。 

うち遠隔１小学校は送迎 

バスにより児童が自主選 

書している。 

児童送迎バス運 

行委託料  

令和元年実績 

8,000 円 

 

学校図書館だけでは間に合わない読 

書の興味への広がりをカバーできた。 

奥尻町海洋研修センター 
図書室 

児童・生徒の読書活動推進 

のため、小・中学校に対す 

る大量貸出し 

長期休業前や授業・学級図 

書として適宜活用。 

奥尻小学校 187 冊 

青苗小学校 368 冊 

なし 学校における読書活動推進の一助と 

なった。また、学校図書館と町図書 

室との連携につなげることができた。 

旭川市中央図書館 学校図書館支援資料貸出 

（団体貸出の範囲内で授業 

等に使う資料の申込を受け 

貸し出す。） 

65 件 1,236 冊（R1） なし 毎年，一定数の資料を貸し出しでき 

ている。 

市立富良野図書館 市内小・中学校向けブック 

トラック事業 

市内小・中学校図書館へ、 

司書が選定した図書を長 

期巡回貸出。 

子どもの読書推 

進事業費 

（83 万 3,000 円）

のうち、図書費 

（38 万4,000 円） 

僻地校に通う児童・生徒への読書環 

境の確保 

美瑛町図書館 町内の小・中学校へ図書館 

スタッフを派遣し、学校図 

書館の運営について支援し 

ている。 

週に1～2 回程度 205 万5,000 円 学校図書館の蔵書管理、選書等の支 

援により、児童・生徒の利用の増加 

がみられた。 

上富良野町図書館 小学校へ毎月150 冊程度の 

児童書を届け朝読の支援な 

どを行っている。 

月に１度入れ替え 図書購入費の 

範囲内 

学校図書館にはない本を手に取る機 

会が増え、読書意欲の向上に繋がっ 

ている。 

中富良野町図書館 図書館司書が図書を選書し、 

地方校３校に貸し出しする。 

図書を３グループに分け、 

貸出し。４か月ごとに各校 

を循環している。 

図書購入費 

7 万円 

新刊書を毎年追加しているので、子 

どもたちがよく手に取ってくれてい 

ると教員から聞いた。 

和寒町立図書館 ブックトーク 児童に対し、年間18 回程 

度（各クラス３回）中休み 

の時間を利用し、司書が本 

の紹介をしている。 

なし 本に対する興味関心を深め、読書の 

きっかけづくりとなっている。 

上川町公民館図書室 ・学校図書館業務（小・中 

学校） 

・読書ボランティアによる 

読み聞かせ（小学校） 

令和元年度 

・学校図書館業務（新刊本 

整備等：２４回） 

・読み聞かせ（小学校内で 

実施、低学年：７回） 

学校図書館業務 

のため予算計上 

なし。 

・学校図書館業務：学校図書館の円 

滑な運営に貢献している。 

・読み聞かせ：絵本の読み聞かせを 

通し、読書の楽しさを知るきっかけ 

になっている。 

東川町複合交流施設 
せんとぴゅあⅡ「ほんの森」 

 

学校図書館環境整備事業 ・小学校へクラス毎に定期 

的な団体貸出 

・調べ学習支援 

・１年生への図書贈呈 

1 年生への図書 

贈呈 

1,700 円×75 人 

= 12 万7,500 円 

身近に図書が配置されることで読書 

に興味を持つ児童が増えた。 

占冠村公民館図書室 学校図書館への資料の貸出し 

 

年４回 なし 学校と図書館の連携に繋がった。子 

どもたちが図書館に本を借りに来る 

ようになった。 

美深町文化会館 
COM100 図書室 

学校朝読書事業 5 月から12 月 なし 小学生を対象とした読書推進事業と 

して、本への興味や関心が図られて 

いる。 

市立留萌図書館 学校で購入する本のブック 

フェア開催 

選書に役立ててもらうため 

学校の先生を対象に、地元 

書店と連携して年2 回開催。 

なし 選書に苦慮している先生らが実際に 

本を手に取って選べる機会となって 

おり、さらに購入してもらうことで、 

地元の書店を大きく支えることが 

できる。 
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② 学校教育支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

苫前町公民館図書室 学校へ団体貸出、学校ブッ 

クフェスティバルの実施、 

図書館に関する授業の支援 

主に町内小・中学校を対象 

に実施。 

なし すべての児童・生徒が本に親しむ機 

会となった。 

羽幌町立中央公民館 
図書室 
 

学校図書館システムとの連 

携による蔵書管理運営支援 

通年。購入図書の登録・装備。 

蔵書点検補助。督促・不明 

本管理。 

蔵書点検等旅費、 

装備用消耗品、 

巡回学級文庫 

運搬料 

学校図書館の環境整備が進んだ。 

枝幸町立図書館 各学校への資料貸出・出前 

講座の実施・図書館整備 

月に７～12 回程度・全校 

児童・生徒 

交通費・人件費 

を考慮しなけ 

れば0。 

移動図書館での貸出冊数が向上。 

先生との連携が取りやすくなった。 

豊富町定住支援センター 
図書室 

学校図書館の環境整備と本 

の貸出し 

児童・生徒の要望（アンケー 

ト箱）に応え選書し３か月 

に１回訪問。 

- 学校で読んだ本の続編を図書室に借 

りに来てくれる。 

北見市立中央図書館 ・市内小中学校への団体貸 

出と支援セット貸出 

・学校司書の配置されてい 

ない小・中学校への学校図 

書館環境整備事業 

令和元年度 

・団体貸出⇒33,646 冊 

・支援セット貸出⇒令和元 

年度貸出数 418 セット 

・学校図書館環境整備事業 

⇒小学校1 校、中学校3 校 

へ訪問 

図書資料購入費 

に含む。 

学校図書館整備事業で整備を行った 

小学校から、児童が本を読むように 

なったという意見があった。 

紋別市立図書館 小学校への定期配本事業 令和元年度 6 校、40 学級 

1 万4,760 冊 

図書館運営経費

内で対応。 

朝読書など、全校一斉読書に活用さ 

れている。 

清里町図書館 小・中学校への司書の派遣 それぞれに週１回派遣。学 

校図書館の選書のアドバ 

イス。図書の整理。 

なし 図書の整備により、児童・生徒の学 

校図書館利用が増加したが、図書館 

の利用増加には繋がっていない。 

町立小清水図書館 学校図書館運営や児童・生 

徒への読書活動支援 

年間をとおして、図書館の 

本の登録・装備や、図書委 

員会活動の支援 

なし 先生から、「この町の児童は本が好き 

ですね。」と言っていただいた。 

訓子府町図書館 学校図書館の環境整備や学 

校での読書活動への支援 

町内の小・中学校３校へ月 

１～４回司書を派遣。 

なし 学校図書館の利用増加、児童・生徒 

の学校での読書機会の増加 

佐呂間町立図書館 学校図書館連絡会議を開催 

し、図書館と各学校の図書 

担当教諭が連携し、児童へ 

の読書活動支援や図書館運 

営の助言などを行う。 

連絡会議開催１回、図書館 

訪問５校、図書委員への指 

導（POP 作り）。１校 

旅費負担金 

2,000 円 

学校との連携により図書館の各種事 

業の実施の際に協力を得ることがで 

き、また図書担当教諭が児童・生徒 

の読書活動の橋渡しとなるなど、互 

いに円滑な関係を築けた。 

遠軽町図書館 小学校の授業で使う資料と 

して図書（植物や食物に関 

するもの）を提供している。 

随時。年2 回程度。1 回あ 

たり30 人程度 

なし 授業内容に対する理解が深まった。 

湧別町湧別図書館 団体貸出、運営相談、移動 

図書館車の運行、図書館見 

学・職場体験の受入など 

単年度継続事業として取り 

組んでいる。 

なし 学校の読書環境の推進に寄与してい 

るが、単年度で担当教諭が代わるた 

め意思の疎通が課題である。 

津別町中央公民館図書室 学校図書館運営や児童・生 

徒への読書活動の支援 

週２回、小・中学校へ司書 

を派遣。月に１度小・中学 

校へ団体貸出し 

なし 読みたい本の要望などが以前より増 

えた。 

新得町図書館 町内の小・中学校５校に学 

校図書館システムを導入し、 

図書や児童の登録・装丁作 

業を行っている。他に必要 

に応じ、教師や児童に対し 

システムの使い方等の説明 

も行う。 

- 30 万3,000 円 

（５校分のシ 

ステム使用料） 

他に初年度に、 

パソコン等を 

図書館予算で 

購入。 

- 

幕別町図書館 図書館改装、運営・選書相談、

図書登録支援 

平成22 年から - 情報交換ができるようになった。 
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Survey results 

② 学校教育支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

本別町図書館 学校図書館への訪問や見学・ 

学習の受入れ等により、児 

童・生徒の読書活動を推進 

する。 

町内小学校からの依頼によ 

り、ボランティアと協働し 

て、定期的な読み聞かせの 

他、委員会活動にも携わっ 

ている。令和元年度は読み 

聞かせ２校８回、委員会活 

動参加１校１回を行った。 

既存の蔵書・物 

品を使用して対 

応している。 

ボランティアと児童・生徒との交流 

により、主に読み聞かせに対する児 

童の興味や意識が深まり、委員会活 

動は児童が行う読み聞かせの開催に 

つながっている。 

本別町図書館 学校図書館への団体貸出、 

運営相談等により、子ども 

の読書環境の整備を図る。 

町内小学校３校の図書館に 

通年で各校100 冊程度の図 

書を貸し出し、学期ごとに 

入替を行っている。加えて 

令和元年度は中学校１校か 

ら図書スペースの改善相 

談があった。 

既存の蔵書・物 

品を使用して対 

応している。 

小学校の児童からは学期ごとの入替 

時に図書のリクエストがあるなど、 

興味関心の増加につながっている。 

運営相談のあった中学校は、令和２ 

年度に入り助言を基に図書スペース 

の改装を行った。更に休校中の分散 

登校日に合わせて100 冊程度の団体 

貸出を利用するに至っている。 

浦幌町立図書館 読書推進事業の一環として、

毎月、町内の小・中学校に 

司書が選定した図書を配本 

している。 

平成19 年度から取り組ん 

でおり、毎月異なる内容の 

児童書や一般書を選書し、 

現在は小学校（２校）に 

280 冊、中学校（１校）に 

30 冊を配本。 

蔵書の中から選 

書している。 

児童・生徒の読書推進に一定程度貢 

献している。 

弟子屈町図書館 児童・生徒への読書活動支 

援とし、学級及び学年へ図 

書の団体貸出。期間は４週 

間利用可能としている。 

町内小学校６校へ隔週また 

は要望があれば随時対応。 

中学校は要望があれば随時 

対応。 

所蔵図書、道立 

図書館の大量一 

括貸出図書を利 

用している。 

図書館から届く本を楽しみにしてい 

る児童が多く、続巻やシリーズもの 

を読みたいと、直接図書館を利用す 

る姿が見られ、読書意欲と関心が高 

まっている。 

鶴居村図書館 学校向けの団体貸出や授業 

でのブックトークなど。 

学校毎の希望のとおり定期 

的に選書と貸出を行ってい 

る。（毎月1 校、隔月1 校、 

長期休業時1 校）そのほか 

授業で使いたいという要望 

があれば随時選書を行う。 

また、毎年1 校から授業で 

ブックトークを依頼され、 

司書を派遣している。 

なし 児童から直接「学校にある本は限ら 

れているため、図書館の本が借りら 

れるのは嬉しい」という感想が寄せ 

られたほか、司書のブックトークを 

参考にして児童同士がブックトーク 

を行ったという広がりも報告された。 

浜中町総合文化センター 
図書室 

小・中学校を対象とした移 

動図書 

年間６回 なし 総合文化センター図書室の利用者増 

が期待できる。 

白糠町公民館図書室 （名称）学校図書館サポート 

事業：学校図書館に公民館 

図書室の司書を派遣し、公 

民館図書室と学校図書館と 

の連携を図るとともに、双 

方の図書館機能の充実を図 

ることを目的とする。 

平成25 年1 月開始。町内 

小・中学校および義務教育 

学校4 校へ隔月に１回司書 

を派遣。 

なし 先生方からは、気軽に図書館につい 

て相談できる機会があることを喜ん 

でいただけることが多い。互いに情 

報交換することで学校と公民館の双 

方において図書室事業の活性化や蔵 

書構成の充実につながっていると感 

じている。 

中標津町図書館 児童・生徒への読書活動支 

援の目的で、教員向け図書 

館利用案内発行や、児童・ 

生徒への読み聞かせ、ブッ 

クトーク、委員会活動支援。 

令和元年度、教員向け利用 

案内発行１回、読み聞かせ 

29 回（小学生のべ1,187 人）、 

ブックトーク10 回（中学 

生のべ984 名）、委員会支 

援2 回（小学生のべ９名） 

なし ・教員との距離が縮まり、連絡調整 

が密になった。 

・子どもたちに直接本を紹介するこ 

とで、読書好きの子は読書の選択肢 

が増え、普段本を読まない子は「こ 

の本なら読んでみたい」と読書活動 

のきっかけを提供することができた。 

羅臼町図書館 学校図書館の充実を図るた 

め、学校司書配置及び学校 

図書管理システムを導入。 

町内すべての学校図書館に 

システムを導入し、学校司 

書を配置するとともに、町 

図書館とのネットワーク 

により利便性の向上を図る。 

106 万円 

（図書管理シス 

テムデータ使用 

料34 万円、蔵 

書検索システム 

使用料72 万円） 

学校図書館に管理システムを導入し 

たことにより、子どもが家庭に本を 

持ち帰ることができるようになり、 

子どもの読書活動が広がった。 
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③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

岩見沢市立図書館 子育てを支援するための情 

報や絵本提供等のサービス 

８・９か月健診時に実施。 179 万9 千円 

（令和元年度） 

提供した絵本が家庭での読み聞かせ 

に役立った、親子で図書館を利用す 

るきっかけとなった等の感想があっ 

た。 

芦別市立図書館 ブックスタート ７・８か月児の健康相談に 

実施。 

1 万7,600 円 絵本についての説明が喜ばれている。 

赤平市図書館 ブックスタート 乳幼児健診の機会に、受診 

したすべての親子23 名。 

絵本 

６万6,000 円 

ブックスタート 

バック 

1 万1,000 円 

赤ちゃんと絵本を開くことの大切さ 

や楽しさを伝えられた。これを機に 

図書館を利用する親子が見られた。 

三笠市立図書館 ブックスタート 4 月から2 月実施 41 名 絵本等 ８万円 多少ではあるが、親子で来館がある。 

由仁町ゆめっく館 「子育て応援ガイドブック 

配布事業」母子手帳配布時、 

乳児訪問時、乳児健診時に 

パパやママの子育て支援と 

なる本を紹介した小さなガ 

イドブックを配布。 

随時 保健福祉課の保健師 

の協力を得て実施。 

なし ガイドブックをもらった保護者が図 

書館に来館してくれるようになった。 

長沼町図書館 子育て世代向けブックリス 

ト作成。読み聞かせ等での 

子育て相談。 

随時 - - 

 

秩父別町図書館 ブックスタート 7・8 か月の乳児を対象とし 

た健診時に絵本を配布した。 

配布する書籍代 

１万3,500 円 

親子での利用の増加がみられた。 

夕張市りすた図書館 ブックスタート 9 か月児の健診時に絵本２ 

冊と絵本紹介ﾌﾞｯｸﾚｯﾄを布 

バッグに入れて配布。 

絵本代 

４万8,600 円 

健診会場やこども図書コーナーで、 

絵本に親しむ親子が増えた。 

南幌町生涯学習センター 
ぽろろ図書室 

ブックスタート 年12 回、30 組参加。 11 万2,000 円 ブックスタートに参加してから親子 

で図書室を利用する姿が目立つよう 

になりました。 

浦臼町多目的研修集会 
施設農村センター 

ブックスタート ９か月の乳児が対象。乳幼 

児検診時に本を２冊進呈し、 

ボランティアや担当者が読 

み聞かせを行い、本を通じ 

て親子のふれあいを高めて 

もらう。同時に図書室の利 

用を促す。 

令和元年度決算 

１万円 

実施回数4 回 

実施人数7 人 

  

ブックスタート事業後のアンケー 

トの実施 

本のプレゼント2 冊が嬉しかった。 

本を子どもに読んであげると喜びま 

すと感想をいただいております。 

妹背牛町民会館図書室 ①赤ちゃんふれ愛ブック 

②ブックスタート 

①０歳～５歳までの子に破 

れたりしても大丈夫な絵本 

の貸出しを無期限で行って 

いる。 

②新生児1 人につき1 冊絵 

本を贈呈している。 

令和元年度貸出状況 

利用者延べ59 名貸出冊数 

144 冊(事業のみ） 

赤ちゃんふれ愛 

ブック ３万円 

（図書購入費） 

ブックスタート 

事業１万5,000 円 

（図書購入費） 

親子での利用の増加がみられた。 

千歳市立図書館 「赤ちゃんタイム」と題し、 

毎月第４月曜日に子どもを 

気にすることなく気軽に図 

書館を利用しながら子育て 

世代の交流を図ることを目 

的に実施している。 

令和元年度実施期間： 

４月～３月  

参加者数：延263 名 

２万円 市民による「赤ちゃんタイムボラン 

ティア」や「子育てアドバイザー」 

と共に子育てのノウハウを学びなが 

ら交流できる貴重な時間であると毎 

回大変好評の事業である。  

恵庭市立図書館 ブックスタート 乳幼児健診時に初めての本 

との出会いを早め、親子で 

本を楽しむため、絵本のプ 

レゼントを実施。 

配布用絵本購入 

費88 万6,000 円 

 

図書館の利用案内や読み聞かせのお 

手本を見せることにより、本と触れ 

合う機会の提供を行っている。 

恵庭市立図書館 ブックスタートプラス 1 歳半検診でブックスター 

ト後の絵本と家庭でのふれ 

合いの状況を確認し、絵本 

をプレゼント。 

配布用絵本購入 

費37 万円 

ブックスタート以降のよみきかせの 

実施状況の確認と本との出会いをさ 

らに推進させる。 
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③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

石狩市民図書館 ①ブックスタート（市内に 

生まれた全ての乳児（10 か 

月児健診時）と保護者に対 

し絵本を手渡す。 

②第２のブックスタート 

（就学時健診会場で家読用 

のブックリスト配布） 

①実施期間：毎月1 回 

来られなかった方へのフォ 

ローアップを毎月1 回 

配布数262 人 

②実施期間：10 月1 回・11 

月2 回 

参加者数：対象児童437 人 

（及びその保護者） 

50 万880 円 

（ブックスタート 

用絵本25 万4,880 

円、同コットンバッ 

グ21 万6,000 円、 

第2 のブックス 

タート消耗品３万 

円） 

親子、児童への図書館の認知・アピ 

ール及び利用の増加 

当別町図書館 心のふれあい推進事業 

（ブックスタート） 

年間10 回：10 か月児健診 - - 

市立小樽図書館 子育てを支援するための情 

報や資料提供等のサービス 

のほか、たるぴよタイムや 

たるばとクラブなどの行事 

の実施。 

たるぴよタイム 毎週金曜 

日（39 回 406 人）、たる 

ばとクラブ 毎月第１、３ 

土曜日（24 回 406 人） 

読書週間等事業費 

３万2,000 円 

子ども読書活動事 

業費（嘱託員報酬 

等）170 万円 

親子参加の増加につながった。リピー 

ターが増え、参加者が他の親子を誘 

う形でも利用増加傾向がみられ、好 

評である。 

余市町図書館 ブックスタート 

10 か月健診に来た親子に読 

み聞かせや説明をしながら 

絵本と乳児に関する資料を 

渡している。 

月に１回 10 万円 ブックスタート時に渡した利用申込 

書を持って、図書館に来たことがな 

いと言っていた親子が来館してく 

れることがあります。 

寿都町総合文化センター 
図書室 

ブックスタート 日常的な読書週間の重要性 

についての啓発と乳幼児1 

人につき絵本２冊を贈呈。 

３万6,000 円 保護者に読書活動の重要性を知って 

もらうことができた。 

真狩村公民館図書室 ブックスタート 乳児の読書推進のため、10 

か月検診の際に絵本の配本 

及び読み聞かせを行うこと 

により、乳児と保護者に絵 

本の楽しさを知ってもらう。 

５万4,000 円 乳幼児がいる家庭への図書の貸出し 

割合の増加。 

喜茂別町図書室 ブックスタート ３か月に１回、町の乳幼児 

健康診査に併せて実施。令 

和元年度における実施人 

数は計10 名。 

ブックスタート用 

図書２万2,000 円 

ブックスタート用 

コットンバック 

４万4,000 千円 

家庭で絵本を読む環境作りと、町内 

各所の読み聞かせ事業参加への橋渡 

しとなっている。 

京極町生涯学習センター 
湧学館 

ブックスタート 年4 回、6 か月以上の子と 

保護者を対象に実施。1 歳 

半健診でアンケートを実施 

し、おすすめ本のリストも 

配布する。 

４万円 登録申込書を同封することで、湧学 

館の登録・利用につながっている。 

古平町文化会館図書室 ブックスタート 

読書活動への動機付けを図 

るとともに、読み聞かせを 

通じて親子の絆やコミュニ 

ケーションを深めてもらう 

ことを目的とする。 

乳幼児健診時（年間４日） 

乳児後期（生後８～10 か月） 

とその保護者 

8,800 円 

（絵本代） 

親子の絆やコミュニケーションを深 

めてもらう機会をつくることができ 

た。 

市立室蘭図書館 ブックスタート 4 か月健診時、月1,2 回実施 

参加者数409 組（令和元年 

度） 

報償費 

７万2,000 円 

需用費 

47 万5,000 円 

ブックスタートバッグを持った親子 

の利用増加がみられた。 

伊達市立図書館 ブックスタート ・ブックスタート（１歳児 

対象）毎月１回、乳幼児健 

康栄養相談時に、絵本の読 

み聞かせ及び絵本の配布 

を実施している。（令和２年 

度からは２か月に１回に変 

更）参加児童数133 人 

・ブックスタートステップ 

（２歳児対象）年３回（各 

５日間）、絵本の読み聞かせ 

及び絵本の配布を実施して 

いる。参加児童数79 人 

配付絵本等      

36 万5,000 円 

ボランティア 

保険料  

1 万6,000 円 

親子でふれあう機会が増えるととも 

に、絵本とふれあうことで本に親し 

みをもつことができる。 

 



第２章 アンケート調査結果 

26 

 

③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

白老町立図書館 ブックスタート 令和元年度ブックスタート 

パック配付数49 点、乳幼児 

向けおはなし会130 名参加 

13 万6,000 円 乳幼児を持つ親子の利用が増加した。 

豊浦町中央公民館 

図書室 

ブックスタート 

乳幼児健診時に、絵本読み 

聞かせサークルによる読み 

聞かせと、絵本をプレゼン 

トする。 

2 か月に1 度 ２万1,000 円 対象の保護者から、「読み聞かせの 

方法が参考になった」「町から絵本 

をプレゼントしてもらえたことで子 

どもの思い出になった」などの感想 

をいただいた。 

浦河町立図書館 1～2 歳の赤ちゃんと保護者 

を対象とした読み聞かせ 

月2 回 - 小さな子ども連れでの図書館利用が 

増加 

新冠町レ・コード館 
図書プラザ 

ブックスタート・セカンド 

ブック事業（４か月／３歳 

児検診）での図書等の配付。 

月に１回保健センターの乳 

幼児健診に職員が出張し実 

施。ブックスタート33 名、 

セカンドブック46 名実施 

（令和元年度） 

14 万4,000 円 図書プラザを知らない方へ利用案内 

を行うことで、新規利用登録やおは 

なし会への参加につながった。親子 

でおはなし会に参加することで、同 

世代の子どもを持つ保護者の交流 

にもつながっている。 

北斗市立図書館 ブックスタート ４か月検診に合わせて、月 

１回、２会場、計24 回実 

施（令和元年度参加人数 

269 組） 

・読み聞かせボ 

ランティア 

報償費12 万円 

・絵本購入費 

15 万7,000 円 

おはなし会等の読み聞かせ事業の参 

加人数が増えるなど一定の効果があ 

る。 

松前町立図書館 ブックスタート 

絵本をとおして赤ちゃんと 

触れ合う時間を持つきっか 

けづくり 

年4 回 ４万8,000 円 該当町民の73％の参加があった。 

森町図書館 ブックスタート 毎月３か月健診時 絵本2 

冊配本・図書館案内等の配 

付（令和元年度実績67 人）。 

令和2 年度予算 

14 万1,000 円 

（80 人分） 

健診時に合わせた実施により、対象 

者のほとんどに配本を行った。 

長万部町図書館 ブックスタート 

毎月乳児７ヶ月検診の際に、 

親子に絵本を無料でプレゼ 

ントし、親子の愛着形成や、 

親子で本に親しむきっかけ 

をつくる。 

毎月１回実施 

令和元年度実績は19 人 

令和2 年度予算 

７万7,000 円 

明確な効果は感じられないが、毎年 

児童の利用者がそれなりに多いため、 

親子で本にふれるきっかけづくりに 

貢献できてる可能性も考えられる。 

福島町福祉センター 
図書室 

ブックスタート 

町の乳幼児健診に併せて、 

検診対象者（親・乳幼児） 

に絵本を贈り、幼い頃から 

本と触れ合う機会づくりを 

図る。 

毎月１回実施、９名へ贈呈。 ブックスタート 

用図書購入費 

５万円 

乳幼児から本へ触れる機会づくりと 

なった。 

知内町中央公民館 
図書室 

ブックスタート 

10 か月健診時に絵本２冊の 

プレゼントと読み聞かせの 

機会をプレゼントする。 

毎月１回の実施で、対象者 

全員の14名へ配布している。 

（令和元年度） 

５万円（ブック 

スタートパック 

・パンフレット） 

 

子育てサークルでのえほんの読み聞 

かせが人気で、リクエストがあった。 

クリスマス会の絵本のプレゼント 

も好評 

木古内町中央公民館 
図書室 
 

ブックスタート 乳幼児検診時に絵本をプレ 

ゼントする。 

２万6,000 円 乳幼児を連れた図書室利用者が増加 

した。 

江差町図書館 ブックスタート 

ブックスタートパックのプ 

レゼント、親子での読み聞 

かせ体験など。 

隔月で７か月児相談時に実 

施。 

９万9,000 円 

（ブックスター

トパック購入費） 

 

子育てに中に絵本を取り入れる家庭 

が増加。就学後にも読書習慣が継続 

する場合がある。 

厚沢部町図書館 ブックスタート 

９～10 ヵ月児・2 歳児対象 

ボランティアによる読み聞 

かせ、絵本2 冊や図書館利 

用登録書、おすすめ本のリ 

ストなどが入ったブック 

パックを配布。（ブックパッ 

ク配布は9～10 ヵ月児のみ） 

- 「ボランティアによる読み聞かせも 

楽しく、ブックパックが貰え嬉しい 

ので続けてほしい」と感想が寄せら 

れた。ブックスタート後に図書館を 

利用する対象者もいた。 
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③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

せたな町大成図書館 ブックスタート 

絵本をとおして肌のぬくも 

りを感じながら楽しいひと 

ときを過ごしてもらうこと 

を支援。 

絵本の紹介や図書館等の充 

実など、多くの本に出会う 

きっかけを提供。 

乳幼児健診時の日時にあわ 

せて実施（月１回） 

ブックスタートパックの配 

布。３か月健診時 対象33 

名 

1.6 歳、３歳、５歳児健診 

時の読み聞かせ 

消耗品費 

ブックスタート 

パック 

７万1,280 円 

乳幼児から絵本に親しむ環境づくり 

として定着している。 

プックスタート後から、図書施設へ 

足を運ぶ家庭が増えている。 

奥尻町海洋研修センター 

図書室 

初めての乳幼児検診を受診 

する親子に絵本の読みきか 

せを行い、本をプレゼント 

することをとおして、親子 

のコミュニケーション促進 

を図る。 

年３回の乳幼児検診時に読 

み聞かせ団体の協力を得て 

実施。 

本・バック購入 

費２万5,000 円 
後日アンケートでは、家族が乳幼児 

に対してよみきかせを行いながら、 

コミュニケーションをとる様子がう 

かがえた。 

今金町民センター 
図書室 

ブックスタート 毎月1 回対象者に絵本、布 

バックのプレゼント読み 

聞かせを実施。 

２万9,370 円 

絵本の購入、布 

バック材料費 

ブックスタート後、図書室利用、新 

規登録につながった。 

旭川市中央図書館 「うぶごえへの贈りもの」 

事業への協力（旭川市の生 

後３か月までの赤ちゃんに 

絵本をプレゼントする事業）。 

約2,000 名（令和元年度） なし 図書館について一定のPR ができた。 

市立士別図書館 ブックスタート ０歳 絵本３冊贈呈 

３歳 フォローアップ絵本 

１冊贈呈 

読み聞かせ講師 

謝礼、ブックス 

タート用絵本、絵 

本ガイド作成費、 

幼児絵本（蔵書用） 

購入費 

図書館を利用するきっかけになった、

親子のふれあいに良い、本の興味を 

高めるきっかけけになった（ブック 

スタートアンケート結果から）。 

市立名寄図書館 乳幼児、保護者等への読み 

聞かせ 

通年実施、参加者約1,000 人 

 

なし 親子での利用を促進。 

東神楽町図書館 ブックスタート 乳幼児健診時に絵本２冊 

プレゼント 

12 万8,000 円 受け渡し人数52 人（対象者の72％） 

当麻町立図書館 子育て支援図書贈呈事業： 

当麻町内に住所のある幼児 

及び当麻町内の保育園に通 

園する幼児に絵本２冊とバ 

ラの花束、さらに１歳児に 

は自身のイラストと木製 

フォトスタンドも併せて贈 

呈します。また小学生、中 

学生にも図書１冊を贈呈し 

ます。 

令和元年度対象者数：町内 

幼児・217 名、町外より通 

園幼児・16 名、町内小学生 

・280 名、町内中学生・178 

名 

 

贈呈する絵本及 

び図書、包装用 

品、バラの花束 

及びラッピング、 

イラストレー 

ターへの謝礼、 

絵本等取りまと 

め用返信はがき、 

切手等 

「絵本で親子のコミュニケーショ 

ンがとれる。」、「贈呈絵本のおかげ 

で絵本を読む機会が増えた」。 

比布町図書館 ブックスタート 

7 か月検診の際、図書館職 

員が絵本の読み聞かせを行 

い、ブックスタートパック 

を手渡し。 

令和元年度 13 名 11 万4,000 円 本に親しむ、図書館に来館するきっ 

かけづくり、親と子のコミュニケー 

ションのお手伝い。 

上富良野町図書館 分類を問わず、子育て支援 

に関する本を集め配架し、 

本を介して子育てを支援。 

親が子どもを視野に入れな 

がら安心して子育て本を選 

べるよう、絵本コーナー横 

に設置した。 

図書購入費の 

範囲内 

令和元年度から実施し貸出が増えた。 

中富良野町図書館 ブックスタート事業とその 

フォローアップ活動 

本と出合う楽しさを知って 

もらうために7 か月児・1 

歳半・3 歳児を対象におは 

なし会と絵本のプレゼント 

を行っている。 

健診時にあわせて実施。全 

年齢あわせて96 名が参加 

している。（令和元年度） 

プレゼントする 

絵本・バック・ 

小冊子購入費 

12 万3,800 円 

このおはなし会で、初めて図書館を 

訪れる人もいる。図書館の利用や、 

本に親しむきっかけの一つになって 

いるように思う。 

和寒町立図書館 ブックスタート 生後５か月以上の乳児と保 

護者に向けて絵本3 冊その 
他をブックスタートパック 
としてプレゼント。 

１～３万円程度 絵本との出会いのきっかけとして、 

好評を得ている。 
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鷹栖町図書室 ブックスタート 

子どもの特定健診の際に絵 

本をプレゼントする取組 

特定健診の際、10 か月、３ 

才６か月のお子さんに配布 

している。人数は月によっ 

て変動する。 

14 万336 円 

（令和元年度実績） 

直接本人に本を配布できているため 

該当者全員のほぼ全員に提供出来て 

いる。 

東川町複合交流施設 

せんとぴゅあⅡ「ほんの森」 

ブックスタート・親と子の 

朗読会 

毎月の乳幼児健診会場にて 

絵本２冊のなどを贈呈・年 

に数回、絵本作家や読み聞 

かせ団体を招いてのおはな 

し会 

ブックスタート 

1,500 円×75 人 

= 11 万2,500 円 

親と子の朗読 

会 30 万円 

ものがたりに触れる機会が増え、読 

書に興味を持つ家庭が増えた。 

占冠村公民館図書室 ブックスタート 年１回 1 万1,000 円 子どもの生育に読書が如何に大切か 

を知ってもらうとともに、図書館に 

も興味を持ってもらうようになった 

剣淵町絵本の館 「ぷっちーなブックまつり」

乳幼児とその保護者を対象 

に、絵本の大切さ・読み聞 

かせの方法や絵本との親し 

み方などを伝え、読書推進 

ならびに施設の利用促進を 

図ることを目的とする。 

令和元年11 月2 日（土） 

午前10 時30 分～12 時00 

分参加者数 大人15 人  

子ども28 人 計43 人 

講師絵本専門士 

若林みずほ さん 

講師謝金３万円 絵本専門士を講師に招き、保護者向 

けには子どもと絵本についての講話、 

親子向けには「絵本ライブ」で親子 

いっしょに絵本を楽しむ時間をつく 

り、絵本の館への来館ならびに家庭 

での読書推進の動機付けをすること 

ができた。 

下川町民会館図書室 ブックスタート、フォロー 

アップ事業 

1 歳半、３歳の検診時の実 

施。本の読み聞かせのほか、 

絵本を２冊無償で提供し 

ている。 

ブックスタート 

事業年66 回 

フォローアップ 

事業年 ５回 

予算 

15 万2,000 円 

親子での利用が増加している。アン 

ケートでも、家庭で読み聞かせをし 

ている等の意見をいただいている。 

中川町中央公民館図書室 ブックスタート 

１歳から６歳の乳幼児にひ 

とり１冊絵本をプレゼント 

している。図書室に取りに 

来てもらいそのさいに図書 

カードを作ってもらって図 

書室の利用を促している。 

期間は１年間で年度内に来 

てもらう。６歳までの乳幼 

児すべて対象（だいたい50 

人程度） 

９万3,000 円 今まで一度も来たことない親子が本 

を受け取りに来ることがきっかけで 

利用してもらえるようになってきて 

いる。令和元年度は6 歳までのすべ 

ての乳幼児が絵本を受け取りにきて 

くれた。 

市立留萌図書館 ブックスタート 月1 回、9 か月児健診時に 

ブックスタートを実施。絵 

本を読み聞かせし、1 冊 

プレゼント。 

10 万7,000 円 読み聞かせの大切さ、図書館をアピ 

ールする良い機会となっている。 

増毛町総合交流促進施設 
元陣屋図書室 

乳幼児健診時に子育てに関 

する絵本の紹介と読み聞か 

せを行っている。 

年6 回奇数月に開催 

5/11(10 名)、7/20(20 名), 

9/28(22 名)、11/16(18 名)、 

1/25(18 名)、3 月はチラシ 

配布。 

なし 図書室内に設置している子育て支援 

コーナーの図書や絵本の貸出の増加 

に寄与している。 

苫前町公民館図書室 幼児と保護者を対象とした 

事業、子育て支援事業との 

協力、ブックスタート事業 

幼児・保護者向け事業は年 

５回実施。 

なし 親子の図書室来館の促進、乳児期か 

ら読み聞かせに親しむ機会の創出に 

つながった。 

初山別村自然交流 
センター図書室 

絵本の読み聞かせをとおし 

て、読書の大切さを伝える。 

ブックパックスタートを手 

渡し、家庭で親子がともに 

本にふれあうきっかけとす 

る。 

通年（乳幼児健診に併せて 

実施） 

９万4,000 円 

（消耗品費）  

成人講座等、他 

事業のものを 

含む 

令和元年度の 

実績額：0 円 

（過年度分の 

在庫を使用した 

ため） 

村内の生後10 か月前後の児童5 名 

及びその母親が利用した。 

遠別町生涯学習センター 

「マナピィ・21」図書室 

お話しの部屋（絵本の読み 

聞かせ） 

基本的には毎月第2 土曜日 

参加者は0～10 人程度 

なし 親子での利用の増加がみられた。 

天塩町社会福祉会館 
図書室 
 

ブックスタート  

本の読み聞かせ 

毎月末、10 か月検診を受診 
される乳児・保護者に対し、 

本の読み聞かせを行う。 

４万5,000 円 

（絵本等購入費） 

好評をいただいている。 
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Survey results 

③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

稚内市立図書館 ブックスタート 

7、8 か月健康相談の親子を 

対象に年12 回程度実施。絵 

本を通して親子が楽しい時 

間を分かち合い、豊かな心 

を育むとともに当該事業を 

きっかけに図書館の利用促 

進を図る。 

令和元年度は11 回、174 組 

を対象に実施。 

39 万3,000 円 

（絵本、バッグ 

等にブックパック 

に関する経費） 

令和元年度秋より、会場にて利用者 

カードの申込受付・即時発行を行っ 

た。半数以上の親子が新たにカード 

を作ってくれ、今後の図書館利用に 

繋がると考えられる。 

中頓別町青少年柔剣道 

場内図書室 

ブックスタート 乳幼児健診の際、生後6 か 

月児を対象。 

2 万7,000 円 親子で図書室を利用する新規利用者 

が増加した。 

Book 愛ランドれぶん ブックスタート ０・３・６歳の児童に対し 

て図書交換券を配布する。 

19 万4,804 円 親子での利用の増加が見られた。 

利尻町公民館図書室 ブックスタート 

乳幼児と保護者に絵本を開 

く楽しい時間を共有しても 

らい、心ふれあうひととき 

を持つきっかけと長い読書 

生活の第一歩のきっかけづ 

くりとして実施している。 

６か月検診時にあわせて、 

図書室にある絵本等を選定 

し会場にもっていく。また、 

選定委員が選定した絵本の 

プレゼントや保護者が選ぶ 

絵本購入権を渡している。 

2,500 円×15 名 

＝３万7,500 円 

対象者9 名中7 名の参加があった。 

絵本の手渡しは好評だったが、プレ 

ゼント用紙の提出が減少している。 

検診とあわせて実施しているため、 

本をゆっくり見てもらう時間がとれ 

ない。今後、短時間でも親子で本に 

親しみをもってもらえるような工 

夫が必要。 

幌延町生涯学習センター 
図書室 

こども園・保育所の園児及 

び保護者を対象に本をホー 

ルに展示・貸出を行う 

（未登録者も利用可） 

年６回実施（こども園４回 

保育所2 回） 

貸出人数112 人、冊数412 

冊来場者265 人 

なし 新規登録及び利用の増加に繋がった。 

また、これを機に図書室へ来るよう 

になった利用者が増えた。 

北見市立中央図書館 ・乳幼児健診へ司書の派遣 

・乳幼児ブックスタート 

・ボランティアによる図書 

館での読み聞かせ 

・ぬいぐるみお泊り会 

・乳幼児健診⇒9 か月健診 

会場へ赴き、乳幼児への図 

書館カード作りの声掛け 

を行う 

・乳幼児ブックスタート 

⇒9 か月検診でカードを作 

成した乳幼児を対象に、図 

書館で、読み聞かせやブッ 

クスタート記念撮影、乳幼 

児への読書案内リーフレッ

トの配布などを行う。 

・毎週土日に読み聞かせボ 

ランティアによる読み聞 

かせを開催。 

令和元年度乳幼 

児事業費予算 

50 万円 

ブックスタート事業や読み聞かせボ 

ランティアによる読み聞かせの親子 

参加、ぬいぐるみお泊り会の開催な 

ど、子どもの本への関心を高めた。 

網走市立図書館 ブックスタート 

４か月児健診の際、対象者 

へ絵本２冊を渡す。 

平成23 年度から実施。 

対象者187 名中実施者152 

名（令和元年度） 

34 万3,000 円 

（令和2 年度) 

親子での図書館利用の増加がみられ 

た。また、フォローアップ事業として、 

０歳児への読み聞かせ会を行ってい 

るが、毎回一定数の参加があり好評 

である。 

美幌町図書館 こども未来絵本０３６事業 

10 か月健診時におけるブッ 

クスタート、３歳児健診に 

おけるブックセカンド、小 

学１年生におけるブックサ 

ードと３回の絵本の手渡し 

と親への声かけを通して切 

れ目ない読書環境づくりへ 

のアプローチを行っている。  

- 消耗品（配布図 

書代、封筒代等） 

66 万2,000 円 

印刷製本費 

（配布用小冊子 

印刷製本） 

８万8,000 円 

報償（各種行事 

協力報償） 

２万円 

令和２年度予算 

ブックスタート開設時には少なかっ 

た乳幼児を連れた親子利用が増えた。 

対象者に行うアンケートでも概ね好 

評であり、小さな頃からの読書環境 

作りの１つとして効果が見られた。 
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③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

置戸町立図書館 町内に住所を有するおおむ 

ね生後６か月の乳児と保護 

者を対象に、絵本を通じ親 

子がふれあうきっかけをつ 

くり、乳児の健康なことば 

と心を育みその成長を願う 

ことと目的に、リストから 

２冊の絵本を選んでもらい、 

その絵本をプレゼントする。 

年２回実施。 毎年予想される 

出生数に応じて 

予算計上してい 

る。 

説明会を図書館で開催、保護者向け 

にも利用方法等の説明を行っており、 

その後の親子での利用にも繋がって 

いると考えられる。 

湧別町湧別図書館 ブックスタート、 

絵本くらぶ（会員制絵本の 

宅配事業）など。 

単年度継続事業として取り 

組んでいる。 

なし 図書館や読み聞かせに関心を持ち、 

絵本を借りに来る親がいる。 

雄武町図書館 ブックスタート 対象者18 名、年間実施回数 

２回(令和元年度） 

ブックスタート 

パック購入費 

５万円 

家族での利用者登録等、ブックスタ 

ート後に図書館を親子で訪れる利用 

者の増加がみられた。 

音更町図書館 ブックスタート 10 か月児健診時に絵本を配 

布。令和元年度は273 人に 

配布した。 

71 万8,960 円 絵本配布後に実施しているアンケー 

トでは、本に興味を持つようになる 

良い機会だったとの意見が多数 

士幌町したしみ図書館 ブックスタート 

絵本を通じて家族で温かな 

時間を過ごして貰うよう、 

生後10 か月の乳児を対象 

に絵本を配布。 

乳児健診の際、読み聞かせ 

や絵本の紹介等を行う。令 

和元年度は38 人に配布。 

令和元年度は 

12 万円（絵本 

2 冊、アドバイ 

スブックレット、 

バッグﾞ、配付 

資料用紙関係） 

家庭での読み聞かせの一助となって 

いる。 

上士幌町図書館 

 

ブックスタート 赤ちゃん健診の際 ８万円 ・赤ちゃん連れの保護者の利用があ 

る。 

・乳幼児期の利用をきっかけとして、 

その後の継続利用が見られる。 

鹿追町図書館 ブックスタート 令和元年度から絵本の配布 

を開始。６か月児と24 か 

月児が対象。合わせて84 

名の対象者へ実施。 

教育費内報償 

費として11 万 

円 (絵本の購入 

費として） 

絵本の利用が前年と比較し87％増加。 

ブックスタート後に来館して利用者 

登録をする方もいた。 

芽室町図書館 ブックスタート 月１回 10 か月健診時実施、

99 名。 

13 万3,000 円 - 

大樹町図書館 ブックスタート 

読書に親しみを持ってもら 

うことを目的に行っている。 

9・10 か月健診に合わせて 

年６回実施。 

今年度予算 

８万2,000 円 

乳幼児向けおはなし会への参加者の 

増加がみられた。 

広尾町立図書館 ブックスタート 毎月１回 対象児１～７名 

程度 

ブックスタート 

パック購入費  

12 万4,850 円 

毎回行っているアンケートで、図書 

館おはなし会の開催時間の希望や図 

書館利用の有無をまとめ、運営に反 

映している。 

幕別町図書館 乳児健診時の絵本に加え、 

町内の養護学校の生徒が 

作ったバッグをプレゼント 

する。あわせて生徒のおす 

すめ絵本を展示。 

絵本平成15 年度、バッグは 

令和２年度から実施。 

絵本、バッグ及 

び消耗品を含め 

23 万円 

親子での利用の増加。学校との連携 

が生まれた。 

幕別町図書館 子育て講座（子育て支援セン 

ター主催）への出張図書館 

 

令和２年度から実施。 - 講座の内容に合わせた資料、0～2 歳 

児対象の絵本の展示及び貸出を実施。 

新規登録、図書館利用が増加してい 

る。 

池田町立図書館 ブックスタート 

乳幼児の9～10 か月検診時、 

絵本等の配布のほか、読み 

聞かせをとおして赤ちゃん 

と絵本を開く体験をプレゼ 

ントする、子育て支援を目 

的とする。 

平成31年度延べ５回実施し、 

対象乳児22 人に48 冊の絵 

本を配布、ボランティア延 

べ９人の参加で読み聞かせ 

も行った。 

決算額 絵本代 

１万9,870 円、 

バックや資料代 

1 万6,200 円 

計3 万6,070 円 

事業をスタートして10 年以上が経過、 

毎回赤ちゃんが絵本と出会い、読み 

聞かせの時の表情は実に豊かで、成 

長につれて日々学ぶことを実感。保 

護者にとっても絵本を介して赤ちゃ 

んとの絆を深める良い機会にもなっ 

ている。事業において、図書館や子 

育てに関する資料などの配布も行い、 

親子揃って本に興味を持つことに繋 

がることを期待している。 
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Survey results 

③ 子育て支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

豊頃町図書館 ブックスタート、セカンド 

ブック 

- 図書購入費  

予算額 

５万3,000 円 

ブックスタート 

３万3,000 円 

セカンドブック 

２万円 

絵本をとおして「子どもとのコミュ 

ニケーションが今まで以上に取れる 

ようになった」との声を聞く。 

また、セカンドブックでは「家読が 

少しずつ増えるようになり、読書活 

動への意欲が見られるようになった」 

との声がある。 

浦幌町立図書館 ブックスタート 平成19 年度から取り組んで 

おり、毎月の乳幼児健診 

（10 か月）の際に、選書し 

た絵本３冊とチラシを提供 

し、図書館の利用者登録を 

薦めている。 

７万3,000 円 幼児（6 歳以下）の貸し出し割合が 

増加している。 

中札内村図書館 ブックスタート 7・8 か月健診受診者を対象 

に、絵本をとおして、ふれ 

あいのひとときを持っても 

らう。 

2 万7,621 円 - 

本の森厚岸情報館 ブックスタート 0 歳児と保護者を対象に絵 

本をプレゼントし、絵本の 

読み聞かせによる乳幼児の 

心身の健やかな成長を支援 

した。 

６万6,000 円 33 人の利用があった。 

標茶町図書館 ブックスタート 令和元年度から７か月検診 

受診者を対象に実施（絵本 

２冊＋バッグ） 

絵本 

1,000 円×２冊 

×70 名 

スタートバッグ 

700 円×70 名 

=18 万9,000 円 

ブックスタートをきっかけに来館さ 

れ、乳幼児期からの親子の利用が増 

えた。 

セチリ図書室 
（釧路町コミュニティセンター） 

ブックスタート 実施期間：１年間 

参加者：128 人（令和元年度） 

33 万9,000 円 

（令和元年度） 

図書室の存在を知ってもらうこと 

ができた。 

浜中町総合文化センター 
図書室 

ブックスタート 年間６回 ８万円 - 

別海町図書館 ブックスタート・乳幼児読み 

聞かせ・赤ちゃんタイム 

ブックスタートは6 か月児 

を対象、それ以外は毎週金 

曜日実施。 

ブックスタート 

20 万円 

ブックスタートを受診した親子での 

お話会への参加がみられる。 

標津町図書館 ブックスタート 

親子が絵本を介して楽しく 

触れ合うきっかけ作り、今 

後の読書習慣や思考能力・ 

読解力を育む。3 か月健診 

対象の親子へ絵本の読み聞 

かせ、絵本のプレゼントを 

行っている。 

令和元年度3 か月健診の際 

実施（偶数月）。計6 回計 

44 組の親子へ実施。 

 

プレゼント用絵 

本購入費の予算 

15 万円 

「絵本は早くから与えるとすぐダメ 

にしてしまうのでなかなか買いづら 

く、無料で絵本を貰えるのは助かる」 

等感想があり、親子が図書館を利用 

するきっかけにも繋がっている。 

羅臼町図書館 ブックスタート 

絵本を仲立ちにしたコミュ 

ニケーションで、親子の絆 

を深めてもらうことを目的 

に行う。 

乳幼児相談会場で実施。そ 

のほか、妊婦対象の絵本作 

り教室や子育て支援セン 

ターへのBM 巡回と読み聞 

かせを併せて行うなど、 

絵本にふれる機会提供を 

行う。 

４万2,000 円 

（絵本代 

３万2,000 円 

パンフ5,000 円 

材料費5,000 円） 

保健福祉課との連携により、対象者 

100％にブックスタートパックが行 

き渡った。また、アンケート結果か 

ら「赤ちゃんへの読み聞かせのタイ 

ミングがわかった」「図書館を利用 

しようと思った」等好評である。 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 アンケート調査結果 

32 

 

④ ビジネス支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

札幌市中央図書館 仕事と暮らしに役立つ情報 

提供、課題解決型図書館 

仕事に必要とする資料や情 

報の提供、起業支援のため 

の相談窓口（相談件数 

226 件）、セミナー（40 本 

／年）の実施。 

セミナー参加者2,816 名 

33 万円（セミ 

ナー講師謝礼、 

旅費など） 

平成30 年10 月にオープンしたため、 

前年度との比較はできないが、30 年 

度は半年で1,430 名の参加があった。 

アンケート結果では満足度は高く、 

また参加したい声が多く寄せられて 

いる。 

北見市立中央図書館 ビジネス関連の図書の整備 ビジネス支援専門の書架を 

つくり、資料の配架・収集 

を行う。令和元年度は約 

180 冊受入を行った。 

図書資料購入費 

に含む 

- 

清水町図書館 町のイベントに合わせた図 

書展示（町イベントの認知 

度up） 

NHK ドラマ「なつぞら」に 

ちなんだ図書展示町主催 

イベント「にんにくまつり」 

にちなんだ図書展示 

町主催「婚活プロジェクト」 

にちなんだ図書展示 

基本的になし 

（通常の資料費 

内で図書を購入 

することもある） 

イベントチラシを一緒に置くと持ち 

帰る人が多く広報効果がある。また、 

既存資料の掘り起こしができる 

 

⑤ 医療健康支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

美唄市立図書館 利用者に正しい情報を届け 

るために「がん情報提供サー 

ビス」 

昨年の９月から国立がん研 

究センターの作成したパン 

フレットを館内で配布。 

なし(『「がん情 

報ギフト」プロ 

ジェクト』への 

寄付で行われ 

ている。 

がんは誰もが罹患する可能性のある 

病気であり、関心をもっている病気 

である。利用者がパンフレット手軽 

に持ち帰ることができ、がんに対す 

る正しい知識を図書館利用者に発信 

することができている。 

滝川市立図書館 医療・健康に関する本の展 

示 

 

保健センターや保健所、介 

護福祉課等と連携し、年間 

20 件以上の展示を実施。 

なし 健康に関する週間や月間に合わせて、 

ポスターやパンフレット、クイズパ 

ネルなどを有効に活用して展示を行 

うことで、利用者の関心が高まると 

ともに、連携先の機関としても、市 

民が多く集まる図書館という場所で 

事業のPR を行うことができている。 

札幌市中央図書館 「がんと生きる 言葉の処 

方箋」映画上映と監督プロ 

デューサーのトークイベ 

ント、会場での関連展示に 

より「がん哲学外来メディ 

カルカフェ」の知識を深め、 

がん患者、家族の明日への 

活力とする。 

令和元年８月24 日（土） 

午前の部80 名 午後の部 

61 名 

予算30 万円 

（映画上映料 

５万円  

講師謝礼 

４万5,000 円 

旅費 

14 万5,000 円 

チラシ印刷 

６万円） 

アンケート結果：好評（大変満足49％、 

満足43％） 

感想：「言葉の持つ力の大きさと生 

きていく勇気をもらった。」多くの 

心が震える言葉をもらい元気をも 

らった」「がんを通して生き方と死 

を考えさせる機会になった」 

苫小牧市立中央図書館 「市民のための『医学講座』」 

市内市立病院・王子総合病 

院と連携し、病院持ち回り 

で講演会を定期的に実施。 

合わせて医療情報コーナー 

を常設。 

年１回のペースで実施 

（令和元年４回目） 

毎回定員になるほどの盛況 

ぶり（50～70 名）。 

講師料は、市医 

療支援センター 

に申請 

市民の関心度が高い「がん」「介護」 

等を取り上げ、場所も図書館という 

ことで参加しやすいようである。 

白老町立図書館 ６月の食育月間に健康福祉 

課と連携し、食や健康をテ 

ーマとした展示を実施する。 

令和元年は「フレイル」を 

テーマとして、健康福祉課 

栄養士の作成した資料と 

関連資料を展示。展示期間： 

6 月4 日(火)～6 月22 日（土） 

なし 高齢者やその家族の貸出利用が増加 

した。 

白老町立図書館 自殺予防週間、自殺予防月 

間に健康福祉課と連携し、 

啓発活動及び、当事者が支 

援を求めやすい環境をつく 

る。 

健康福祉課で作成した資料 

の掲示と自殺予防啓発資料 

の配付及び、当館で所蔵す 

る関連資料の展示。 

なし 幅広い年代で展示資料の利用があり、 

一部ではあるが支援を必要とする人 

にとって、図書館がひらかれた場所 

であることを周知することができた。 
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⑤ 医療健康支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

日高町立門別図書館 

郷土資料館 

健康増進課主催の食育おは 

なし会やがん啓発、自死予 

防等のイベントや資料展示 

の場を提供。図書館では同 

じテーマに沿った図書の展 

示を実施。 

おおむね年１回ずつ。食育 

おはなし会は昨年度参加 

者数10 名 

なし 食育おはなし会では親子参加も見ら 

れた。同じテーマに沿った図書の展 

示により、健康に関する図書の貸出 

増加。 

函館市中央図書館 がんコーナー がんセンターと協力して本 

の展示を行い、がん予防啓 

発を行う。 

- 市内の病院とも連携し、住民に新し 

い情報を提供できている。 

旭川市中央図書館 がん情報パンフレットの設 

置 

「がん情報ギフト」「旭川厚 

生病院がん相談支援センター」

のチラシやパンフレットを中 

央図書館ロビーにて配布（令和 

2 年度）。 

なし 図書館利用者に好評で，多くのパン 

フレットが持ち帰られた。 

北見市立中央図書館 ・闘病記文庫の整備 

・医療パンフレットコーナー 

の設置 

・病院図書室と連携した長 

期療養患者への資料提供 

・医療分類の配架にエッセイを 

含む闘病記を配架。 

・国立がんセンターから提供を 

受けたがんのパンレットを図書 

資料と並べて設置。 

図書資料購 

入費に含む。 

医療分類の配架に、闘病記・パンフ 

レットを設置したことにより、闘病 

記資料の利用率があがったほか、パ 

ンフレットなどで利用者への情報提 

供を行うことができた。 

幕別町図書館 ストレスチェック 利用者 

のストレス度を測定器によ 

り計り、結果にあわせてス 

トレスを解消する本のレフ 

ァレンスを行う。 

平成28 年度から実施。前年 

度の実施は287 人 

ストレス測 

定器保守費 

用として、 

16 万8,480 

円 

高齢者の利用が増加した。 

足寄町図書館 住民の健康に関する関心を 

高めるため、気軽に立ち寄 

ることができる図書館を活 

用した情報や資料の提供。 

福祉課と合同で食育や自殺 

予防、糖尿病など健康に関す 

る情報提供と関連図書の展示。

国立がん研究センターの「が 

ん情報ギフト」を活用し、正し 

い医療情報の提供と関連図書 

をがん情報コーナーとして 

常設。 

なし 情報元が分かるパネル展示と合わせ 

て、関連した図書があるので、興味 

をもつきっかけとなった。 

 

⑤ 法律情報支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

滝川市立図書館 税務課、税理士会、税務署、 

法人会と連携し、毎年「税 

を考える週間」の時期に合 

わせて図書の展示と「税の 

無料相談会」を実施。 

図書館閲覧室内で10 月末か 

ら11 月末にかけて、税に関す 

る図書やポスターなどを展示。

11 月中旬に、図書館ロビーに 

て市内税理士による「税の無 

料相談会」を実施。 

なし ふるさと納税など関心の高い内容の 

本も一緒に展示することで、税に関 

する本の利用が高まるとともに、税 

理士事務所を訪ねることにハードル 

を感じているという方が気軽に相談 

に来ることができている。 

 

⑥ まちづくり支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

滝川市立図書館 利用者にまちの情報を知っ 

てもらうとともに、市民活 

動に参加するきっかけを提 

供することを目的として、 

毎月市内のお店と団体・サ 

ークルを１店舗・１団体 

（計２件）ずつ紹介する展 

示「まちなかコンシェルジ 

ュ」を実施している。 

毎月市内のお店と団体・サーク 

ルを１店舗・１団体（計２件） 

ずつ紹介。職員が取材して作 

成したポスターや関連図書を 

展示している。 

作成したポスターはすべてフ 

ァイリングし、自由に閲覧で 

きる資料として提供。 

若干の消耗

品費 

 

展示をきっかけにお店や団体を知っ 

てもらうことができ、特に転入者や 

旅行者にお店の情報を求められた際 

など、レファレンス資料としても役 

立っている。また、市民と図書館職 

員が知り合う機会にもなっており、 

令和元年度には取材をきっかけに 

寄付をいただいた。 
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Survey results 

⑥ まちづくり支援 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

恵庭市立図書館 まちじゅう図書館 お店を図書館として、本を 

紹介する事業。周知として 

スタンプラリーを実施(恵庭 

市教育委員会読書推進課 

の事業）。 

恵庭市補助事業 

で実施10 万円 

程度 

事業主がお店でのブックトークや 

ビブリオバトルを開催し、本を通じ 

たイベントを開催したりしている。 

京極町生涯学習センター 

湧学館 

町の特徴である「水」に関 

連する本を集め、紹介する。 

随時購入、常設コーナー化 

 

- 資料はそろってきたが、活用につな 

げられていない。 

新ひだか町図書館 まちの商店主が講師となり 

無料で行う少人数形式のゼ 

ミナール（まちゼミ）に連 

動する、文化講座・資料展 

示の実施。 

①文化講座 11 月に2 回 

実施 参加者16 名  

②資料展示 資料点数100 

冊 貸出率106％ 

なし（ポスター 

制作の消耗品 

代のみ） 

まちゼミ実行委員会によるPR によ 

り、単独事業の場合と異なる層の参 

加者があった。 

講師となった読み聞かせサークルに 

新たな会員獲得できた 

七飯公民館図書室 図書室に来室困難な住民に 

も図書を利用できるように 

する。 

町内の会館・老人施設６か 

所に年４回移動図書を交 

換配置。 

なし 交通の便が良くない方や遠距離の外 

出が困難な方、子育て中の親子等に 

利用されている。 

上富良野町図書館 ジオパーク認定に向け、町 

民の機運上昇に繋げる取組 

ジオパーク図書コーナーを 

設け関心をもってもらう。 

図書購入費の 

範囲内 

ジオパーク活動への興味関心をもつ 

きっかけになっている。 

南富良野町公民館図書室 町内４つの公民館分館へ、 

公民館図書室の本を分配し、 

２か月に1 度入れ替えてい 

ます。 

令和元年６月から開始した 

事業で、実績は未集計です。 

なし 本を手に取る地域住民が増えた、と 

の報告が管理人からありました。 

帯広市図書館 オビヒロホコテン㏌ナウマン号 

帯広市内中心市街地活性化 

を目的に、市民ボランティ 

アが中心に運営する「オビ 

ヒロホコテン」への移動図 

書館バス（ナウマン号）の 

参加。 

平成29 年より実施。 

貸出冊数は、H29 年度142 

冊、平成30 年度133 冊、 

令和元年度166 冊 

なし 多くの人が集う場所でのPR をする 

ことにより、ナウマン号の存在をホ 

コテン会場で知った市民が、通常巡 

回時にも利用を開始するなど、効果 

を得ている。 

根室市図書館 大人・シニアの方向けに、 

無料でコーヒー・お茶の提 

供サービスをボランティア 

の協力で「図書館カフェ」 

を実施。関係団体等と協力 

し、地域の活動支援を行っ 

ている。 

市民の野菜生活の応援や大 

正琴演奏・体験、児童文学 

作家の講演会等コラボ企画 

を実施。 

令和元年：年４回実施236 

人参加 

6,000 円 図書館利用の多い大人・シニアの憩 

いの場として、毎回多くの利用がある。 

根室市図書館 図書館利用が増えている高 

齢者へのサービスの一環と 

して、高齢者施設（団体） 

へ図書をお届けし、利用者 

の利便性と拡大を図ること 

を目的とする「高齢者図書 

お届けサービス」を実施し 

ている。 

市内８カ所の高齢者施設に、 

２か月に１度のペースで40 

冊配本し、施設栄養者に対 

する読書普及を行っている。 

令和元年度：80 件3,053 冊 

なし 高齢者の身近な読書環境の充実と、 

読書活動をとおした高齢者の楽しみ 

や学習につながっている。 

根室市図書館 市民が生活に身近なところ 

で気軽に本に触れることが 

できるよう、市内郵便局に 

本を設置し、読書環境の整 

備を図る「まちなかライブ 

ラリー」を実施している。 

市内全11 郵便局において 

40 冊の本を設置しており、 

２か月に１度程度、郵便局 

同士で回している。 

なし 本を選ぶために来局する人もいるな 

ど、 読書活動推進を担っている。 
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⑦ その他事業等 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

芦別市立図書館 芦別の歴史を映像で紹介す 

る「映像でつづる芦別の歴 

史」、各種展示（毎月２か所、 

芦別の郷土資料や映像に合 

わせた新聞等） 

「映像でつづる…」は今年 

17 回目。毎月の展示は、市 

民の制作品や収集物を借り 

て１か月間展示。 

なし 「映像でつづる…」は参加人数が多 

く、その期間に合わせて展示してい 

る資料の閲覧者や利用数が多い。 

また、毎月の展示の閲覧者も多い。 

由仁町ゆめっく館 「おはなしマップカード」 

本を借りるともらえるシー 

ルには、由仁町の秘密が書 

かれており、すべて集める 

と由仁町の地図が完成する。 

読書への親しみと郷土への 

関心を高めることを目的と 

している。 

年間通して実施。 - 親子で来館し、楽しみながら本を借 

りていく様子が見られる。 

札幌市中央図書館 文字活字文化への興味関心 

を深める機会を創出するた 

め、中高生以上を対象に作 

家の講演会を行った。 

令和元年10 月26 日（土） 

147 名 

他事業とあわせ 

て委託している 

ため内訳は不明 

 

10～80 代まで幅広い年齢層の市民が 

来場した。アンケートでも80％以上 

が満足と答え、本を読みたくなった 

等の感想が寄せられたことから、一 

定の効果はあったと考えられる。 

江別市情報図書館 点訳・音声訳ボランティア 

団体の活動場所と機材（点 

字プリンター、録音機器等） 

の提供 

点訳ボランティア４団体、 

音声訳ボランティア１団体 

が、図書館を拠点とし定期 

的に活動している。館内に 

ある「ボランティア活動室」 

は、年間272 件（2,445 人） 

の利用があった。 

（令和元年度） 

なし 

（機材の故障等 

トラブルがあっ 

た時のみ対応） 

市の広報誌の音声訳や、個人のリク 

エストに応えて読みたい本の点訳・ 

音声訳も行っており、読書から離れ 

やすい視覚障がい者のサポートと 

なっている。 

また、活動団体から図書館に資料の 

寄贈をいただいており、現在、点字 

図書758 冊、音声訳CD・カセット 

36 点の所蔵がある。これらの資料は、 

図書館の利用者に貸し出すことがで 

き、定期的に貸出を希望する方もい 

ることから、一定の効果を得ている 

と考える。 

恵庭市立図書館 図書館開館24 時 深夜24 時までの延長開館を 

行い、普段図書館に来るこ 

とができない方にも楽しん 

でもらうイベントも合わせ 

て実施。 

10 万円程度 新規利用者、図書館を普段使わない 

方、家族みんなで図書館を楽しんで 

もらう機会として、来館者も多い。 

地元の工場であるロバパンに協力を 

いただいて、夜食パンの無料配布や 

コーヒーの配布を実施し、いつも利 

用している人にとっても、普段と違 

う図書館を味わってもらっている。 

市立小樽図書館 他の機関や団体と連携し、 

資料展示や行事を実施する 

ことで情報発信を行い、地 

域の課題解決につなげる。 

一般展示17 回、 

児童展示27 回 

- 来館者の増加や他の機関や団体から 

協力の申し出があり、注目されてい 

るほか、図書館活動が活発な印象を 

与えている。 

鹿部中央公民館図書室 古本リサイクル市 図書室に配架できない寄贈 

図書や除籍図書を町民に還 

元する目的で、年1～2 回 

実施。公民館内にコーナー 

をつくり、自由に持ち帰っ 

てもらっている。 

なし 令和元年度実績として、649 冊の資 

料を展示し、384 冊が町民に還元さ 

れた 

上ノ国町民図書室 地域読み聞かせサークル 

活動支援 

通年６名程度の参加者の学 

校支援活動や読み聞かせ会 

実施の支援 

適宜、物品・大 

型絵本の購入等 

 

学校読書活動の支援を行い、読書活 

動のきっかけ作りができた。また、 

幼児への読み聞かせによるブックス 

タート事業のサポートができた。 

和寒町立図書館 
 
 
 
 
 
 

配本事業 月1 回、小中学校（各教室、 

図書室、職員室分）、保育所、 

子育て支援センター、病院、 

高齢者福祉施設に向けて、 

図書館職員が選書した本を 

届けている。（リクエストも 

可能） 

なし 新鮮な図書の提供に喜んでもらえて 

いる。 

 



第２章 アンケート調査結果 

36 

 

⑦ その他事業等 
図書館（室）名 サービスの内容・目的 実施状況 予   算 効      果 

愛別町公民館図書室 家庭における読書週間を定 

着させ、図書室の利用促進 

を図る。 

10～11 か月の乳児か 

ら小学生までを対象に 

カードを配付、借りた 

本の数だけシールを 

貼る。50 冊を目標とし 

て、達成した児童には 

景品を渡している。 

ブッククロール 

景品、その他消 

耗品 ４万円 

景品が当たることを楽しみに取 

り組んでいる児童も多く、昨年 

度は32 名が達成した。図書室の 

継続的利用、図書室の利用促進 

に繋がっている。 

上川町公民館図書室 ・映画会（幼児、児童向け） 

・読書ボランティアによる読み聞か

せ（老健施設、図書室） 

令和元年度実績 

・映画会（２回で89 人） 

・読み聞かせ（老健施設 

：９回で104 人、図書室 

：９回で17 人） 

・映画会： 

ＤＶＤ購入費 

のみ 

・映画会：同施設内で行うため、 

図書室の利用につながっている。 

・読み聞かせ（図書室）：読書の 

楽しさを知るきっかけとなり、 

図書室の利用につながっている。 

幌加内町生涯学習センター 

図書室 

巡回図書 

図書室から遠く離れた地域への 

利用促進と読書活動の普及を図 

るため遠隔地に設置した図書ス 

テーションへ定期的に配本する。 

実施期間：通年  

配本場所：政和、添牛内、

母子里の各コミュニテ 

ィーセンター、朱鞠内 

小学校図書館、朱鞠内 

よるべさ、学童保育、み 

ゆき保育所 

なし 当室に来ることの難しい子ども 

やお年寄り、仕事により当館に 

来ることの難しい利用者の方  々

の継続的な利用が見られる。 

網走市立図書館 ふるさと学習資料展（ふるさと 

の地域活動や事業を紹介し、市 

民への知識や情報の提供と小・ 

中学生への地域学習支援の場と 

して図書館の利活用を推進する。） 

毎回テーマを設定し年４

回程度実施。 

なし 

（経常的な資料 

費の範囲内で賄 

っている） 

来館者等に好評で、地域資料の 

利用促進にもつながっている。 

斜里町立図書館 子ども司書養成講座（及び子ど 

も司書活動）：小学校４年生か 

ら中学３年生を対象とした、図 

書館や司書業務に関する連続 

講座。年９回の講座のうち６回 

を受講すると「斜里町子ども 

司書」として認定。認定後月に 

１度図書館活動を実施。 

今年度受講希望者：7 名 

認定子ども司書：13 名 

6 万円程度 参加者の図書館利用に関する 

知識・理解が深まった。また子ど 

も司書と図書館ボランティアに 

つながりが生まれはじめており、

異年齢交流のきっかけとなるこ 

とが期待できる。 

滝上町図書館 コミュニティカフェ事業／コー 

ヒーの提供と町民を講師にした 

イベントの実施による地域間交流 

28 事業実施、のべ参加 

者212 人 

食糧費５万 

123 円 

講師謝礼 

５万5,000 円 

食糧費はコーヒー 

代で歳入があるの 

で相殺。 

子育てがひと段落して図書館利 

用が遠退いていた利用者が再度 

図書館を利用するようになった。

学びたい事業について自発的に 

参加者が希望を言ってくれるよ 

うになった。 

清水町図書館 町内小・中・高生のおすすめ本を 

「しみずっ子が選ぶこれがオス 

スメ」図書として選者であるしみ 

ずっ子たちの推薦文付きで展示 

し貸し出す。 

継続事業として８年に 

なる。毎年10 月末～翌 

年度５月くらいまで展 

示を行う。また、選ばれ 

た図書の一覧も配布 

する。 

オススメ本のうち、

所蔵がないものを 

新規購入する。 

令和元年度は、 

6 万5,000 円分 

の図書を購入。 

しみずっ子が推薦した図書は学 

校での貸出しはもちろんだが、 

一般利用者に好評で図書館利用 

促進の一役を担っている。 

弟子屈町図書館 『本の福袋』年末企画とし、12 月 

中旬開始。職員が提案するテーマ 

で１セット２～３冊とし、一般、 

ＹＡ、児童、絵本の４ジャンル、 

合計30 セット用意。 

12 月中旬から下旬にか 

けて企画。平成29 年度 

から開催。回数を追う 

ごとに用意したセット 

数では足りなくなり、 

数を増やすほど好評い 

ただいている企画 

1,000 円 

（包装紙） 

どんな本が入っているか選ぶの 

が楽しみ／読みたかった本が入 

っていて、当りを引いて嬉しか 

った、といった感想が寄せられ、 

12 月になると開催を楽しみにし 

ている利用者も多く、関心が高 

まっている。 

弟子屈町図書館 『ぬいぐるみおとまり会』ぬい 

ぐるみが選んだ絵本を貸し出 

すことで、本や図書館に親しむ 

きっかけとなることを目的と 

する。絵本の読み聞かせ、ぬい 

ぐるみがお泊まりし図書館を 

探検する様子を写真撮影し、翌 

日、アルバムのプレゼントとぬ 

いぐるみが選んだ絵本を貸し 

出す。 

例年、10 月開催。 

乳幼児～小学生低学年 

まで10 名定員。 

平成30 年度から開催。 

２回目となる前年度は 

申込日から数日で定員 

に達した。 

2,000 円 

（アルバム台紙、 

写真用紙） 

一晩離れていたぬいぐるみの様 

子が伝わるアルバムを喜んでい 

ただけ、夢のある事業として続 

けてほしいとの声が寄せられて 

いる。図書館に行くのが楽しみ、 

行きたいと図書館への興味が高 

まっている。 
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  分類した８つの支援事業に複数登場するまち、全く登場しないまち、様々であることがおわかり 

いただけたと思います。 

特徴的なのは、学校教育支援と子育て支援の割合が多く、他の６つの事業が比較的少ない点です。 

  多くの図書館では、絵本の読み聞かせの定期的実施や、小中学校の総合学習に対応した施設訪問 

や調べ学習支援をかなり以前より行っていることでしょう。 

  その延長線上に前頁までの表に示された学校教育支援と子育て支援があるとすれば、結果として 

それらの支援内容が多くなるのはある意味当然であり、この調査結果は必然と言えます。もっと端 

的に言うなら、道内の図書館にとって最も着手し易い内容の支援なのかもしれません。 

  逆に考えれば、残り６つの支援は多くの図書館にとって未知の領域であり、手探りの状態とも捉 

えることができます。 

  考え方はまちによって様々でしょう。図書館というインフラをどう使うかによって結果は変わっ 

てきます。 

  本調査では図書館の使い方の可能性の提示ができたのではないかと考えます。多様化の時代に対 

応できるインフラ、それが図書館なのではないでしょうか。 

   

社会教育の枠組みを超えてオンリーワンの支援を実施している図書館を第３章で個別に紹介して 

いきます。 

 

Analysis 


