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        ３．運営の概要 

（１）令和３年度の実施事業 

Ⅰ 運営の重点 

 １ 子どもの学びを支援する 

 ２ 資料提供や情報発信を通じて生涯学習を支援する 

 ３ 市民の誰もが利用できるような環境を整備する 

４ サービスを支える基盤を整備する 

 ５ 利用者の期待に応える蔵書・情報源を構築する 

 

Ⅱ 実施事業 

 １ 子どもの学びを支援する 

（１）子どもが本に親しむための機会の提供 

事 業 名 時  期 内  容 

ブックスタート 通年 

（第１火曜） 

ボランティアとともに、10 か月児健診の会場で、ブ

ックスタートパックの配布と本を通じた親子のふれ

あいを支援 

・配布数 267 人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、職員のみ

で配布 

通年 

（第３水曜） 

１歳６か月児健診の会場でフォローアップを実施 

・配布数 4 人 

おはなし会 通年 ボランティアの協力を得ながら、子どもたちが読み聞

かせを楽しむ機会を提供 

・びっくりばこ（第１・３土曜日）  54人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4,12,1 月のみ実施 

・子っ子の会（第２土曜日）     112人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４,11,12,1 月のみ実施 

・おはなしのんな（第２日曜日）   15人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4，11 月のみ実施 

・本館職員（第４日曜日）      53人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4､10,11,12,1,3 月のみ実

施 

・石狩市文庫連絡会（第５土曜日）  22人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月のみ実施 

・厚田童話を読む会（第５日曜日）＊活動休止中 

図書館利用ガイダンス 通年 市内小中学校からの求めに応じ、マナーや利用方法な

どを案内  

・ガイダンス６回（図書館利用６回） 

第 10 回石狩市図書館を

使った調べる学習コン

クール 

7月～１月 図書館振興財団が開催するコンクールの地域事業を

実施し、子どもの主体的な学習の中から、学習習慣・

読書習慣の形成を図る。 

・８/４（火）、８/６（水）夏休み特別講座（本館） 

・９月 作品の募集 

 応募作品計 333点（小学校９校、中学校４校） 

・10/12（火）審査会（審査員５名） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰式は



石狩市民図書館要覧 2022 

14 

 

中止 

 最優秀４点、優秀９点、佳作 14点、奨励賞 21 点 

・11 月 全国コンクールへの推薦（５点） 

・１月 全国コンクール審査結果発表（優良賞１点、

佳作４点） 

家読（うちどく） ７/22（木） 

～９/30（木） 

夏休み期間中の小学生を対象とした「北海道日本ハム

ファイターズ読書推進全道キャンペーン」への参加 

・参加数 17人 

10月 第２のブックスタートとして、当年度の就学児健へ

「うちどくブックリスト」を送付し、家庭での読書を

推進 

・送付対象者数 494人 

※例年、就学時健診会場で配布をしていたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、送付に変更 

こどもの読書週間特別

事業 

 ①本の特集展示 

②スペシャル児童書展示 

③スペシャルおはなし会 34 人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２日間のみ実施 

④映画上映会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 

 

（２）学校図書館の活動の充実 

学校図書館の体制整備 通年 使いやすい魅力的な図書館づくりを支援 

【配置】 

・花川小 ・南線小 ・花川南小 ・紅南小 

・緑苑台小 ・双葉小 

・厚田学園（前期課程・後期課程） 

【掛け持ち配置】 

・花川中、花川南中（週２回） 

・石狩中、花川北中、樽川中（週１回） 

【派遣】 

・石狩八幡小（八幡分館職員を週３回） 

・生振小学校（本館職員を週１回） 

・浜益小（浜益分館職員を月２～４回）  

・浜益中（浜益分館職員を月１～２回） 

ネットワークを活用し

た読書支援 

通年 オンラインネットワークを活用して、学校での市民図

書館資料の貸出・返却・予約を実施 

【石狩八幡小学校】（令和２年 11 月開始） 

・貸出点数：469点 

※令和２年４月１日「石狩市立石狩八幡小学校」開校

（石狩小学校、八幡小学校の統合による） 

【花川小学校】（平成 27 年 12 月開始） 

・貸出点数：940点 

学校図書館の地域開放 通年 石狩市立厚田学園学校図書館（あいかぜとしょかん）

の地域開放を実施 

※厚田区内の小中学校統合により、令和２年４月１

日、「石狩市立厚田学園」が開校。これに伴い、厚田

小学校図書館（あいかぜとしょかん）を厚田学園内に

移設 

学校司書の資質向上 通年 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、教職員

研修サマーセミナー、北海道学校図書館研修講座、そ
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の他各種研修が中止となったが、学校司書連絡会議

を、書面で開催するなどして実施方法を工夫 

・10/８(金) 図書館のためのブックフェア 2021 

・学校司書連絡会議 

５～７、９，２，３月：書面開催 

その他１月を除く月：月１回、本館にて会議を開催 

第 44 回北海道学校図書館研修講座（３名） 

第 61 回北海道図書館大会（１名） 

子どもの読書活動の推

進に関わる研修機会の

充実 

 今年度は実施なし 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

 

２ 資料提供や情報発信を通じて生涯学習を支援する 

事 業 名 時  期 内  容 

情報提供機能の強化 通年 ① 地域・郷土に関する研修 

② オンラインデータベース「日経テレコン 21」の 

活用 

③ レファレンス･サービスのＰＲ 

④ 相互貸借・国会図書館デジタル資料閲覧 

友好図書館交流 通年 宮城県名取市、石川県輪島市、沖縄県恩納村の各館と

の交流を図り、互いのまちの文化の理解や活性化等を

推進 

・随時：地域資料の相互保存 

特集展示 通年 地域情報や社会的問題等について、図書館資料を活用

し発信 

① 図書館資料の掘り起こし 

② 地域の課題やニーズを伝える 

ミニ特集 通年 市内でのイベントや突発的な話題に対応したコーナ

ーを設置 

・追悼ミニ特集展示 

・寄贈資料展示 

・年中行事や時事に関することなど 

いしかり館ネットワー

ク事業 

通年 石狩浜海浜植物保護センター、市公民館、いしかり砂

丘の風資料館、市民図書館の４施設で情報発信等を実

施 

・イベント情報等の連携発信 

 

３ 市民の誰もが利用できるような環境を整備する 

事 業 名 時  期 内  容 

宅配サービス 通年 来館するのが困難な方のため、利用者負担で図書館資

料を送付 

返却箇所（サービスポイ

ント）の設置 

通年 計６か所に返却ポストを設置 

【設置場所及び利用点数】 

・南線小学校（平成 24 年４月～）    1,302 点 

・緑苑台小学校（平成 25 年１月～）   1,813 点 

・浜益小学校（平成 25 年１月～）      99 点 

・いしかり砂丘の風資料館（平成 27 年４月～）  36 点 

・紅南小学校（令和２年 11月～）       693 点 

・ビッグハウス花川店（令和２年 11 月～）6,543 点 
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団体・出張貸出 通年 ・団体貸出：ボランティア、地域団体、グループホー 

      ム等 

・出張貸出：0 点（例年、石狩手話フェスタにて行っ

ていたが、イベント自体が中止） 

分館でのサービス活性

化 

通年 分館サービスの充実 

・南：①高齢者サービスの充実（大活字資料の入替え） 

   ②児童（乳幼児）サービスの充実（劣化資料の 

買換え） 

・八幡：①高齢者サービスの充実（多様なジャンルを

用意） 

    ②児童（乳幼児）サービスの充実（特に乳幼

児向けの紙芝居の充実） 

・浜益：①高齢者サービスの充実（特集展示の工夫） 

    ②児童（乳幼児）サービスの充実（配架の工

夫） 

全館：①古くなった資料の入替 

 

 ４ サービスを支える基盤を整備する 

事 業 名 時  期 内  容 

運営状況の公表 通年 ・図書館要覧 2021 の作成 

・図書館ホームページ及び Facebook ページの公開 

ボランティア活動の支

援 

通年 おはなしボランティア「びっくりばこ」 

・おはなし会の開催（月２回） 

図書修理ボランティア 

・図書館資料の修理（週１回）  修理冊数 225 冊 

ボランティアサークル「布の絵本にじ」 

・布の絵本、おもちゃの制作と修理 （月２回） 

ブックスタートボランティア 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、活動が

中止 

フロアボランティア 

・DVD上映会「名作を楽しむ会」 57人 

（月１回/企画と運営※新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、５～９月は中止） 

・名作を楽しむ会ＰＲコーナーの設営 

・各種イベントの運営支援 

おとなも絵本を楽しみ隊「おおきな木」 

・大人向け絵本会 （月１回） 36 人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4､10,11,12,1 月のみ実施 

石狩市民図書館まつり  秋の読書週間を利用し、特に子どもを対象とした読書

普及イベントを実施（企画・運営：運営委員会） 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

石狩の古老に話を聞く

会 

 昔の石狩の様子や出来事を地域の語り手から聞くこ

とで、新たな歴史の掘り起こしをする。 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

読書活動関係団体との

連携 

通年 ①石狩市文庫連絡会 

②小檜山博文学を読む会 

③村山家文書を読む会 

④よみきかせ 子っ子の会 

⑤厚田童話を読む会 
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⑥おとなも絵本を楽しみ隊「おおきな木」 

各種団体との連携 通年 サイエンスアイ 

・サイエンスプラザ石狩（偶数月の第２土曜） 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

・サイエンスおしゃべりカフェ 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のためオンラ

インで開催 

ＮＰＯ法人厚田・岩波映像資料センターえい・あい館 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

石狩市郷土研究会 

・古文書相談 

ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩 

・分館的機能を持つ市民活動情報センター「ぽぽらー

と」に団体貸出等の支援を実施 

科学の祭典 in石狩実行委員会 

・第 11 回科学の祭典 in 石狩 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、インター

ネットで科学動画を配信。12/１（水）～３/13（日） 

配信動画数 18 本 

動画の合計視聴回数 9,158回 

職員研修 通年 ① 館内研修の実施 

・石狩市民図書館を学ぶ研修 

・接遇研修 

・利用者対応研修 

・手話研修 

・高齢者対応研修 

② 館外研修への参加 

実施無し 

施設の整備 通年 基本メンテナンスを適宜実施 

・空調設備修繕 

・クラフトテラスの手洗い場修繕 ほか 

 

５ 利用者の期待に応える蔵書・情報源を構築する 

事 業 名 時  期 内  容 

魅力的な蔵書・情報源の

構築 

通年 蔵書計画を策定し、基本資料を収集・整理・保存する
とともに、児童書及びヤングコレクション、地域資料
等の充実を図る。 

寄附・寄贈の受入 通年 ①寄贈図書の活用 
市民図書館が選定する図書を寄贈いただく。 
②読書推進のための寄付金の提供を受ける。 

雑誌スポンサー制度 通年 市民の要望が高く、利用も多い雑誌を地域の支えによ
って提供いただき、充実を図る。 
・８団体（企業）、５個人から計 20誌 

インターネットによる

調査研究環境の充実 

通年 ①電源の開放（閲覧室内パソコンブース） 

②Wi-Fi の設置 

③インターネット専用のタブレット端末貸出 

地域資料の収集 通年 利用者・関係者に呼びかけ、石狩や北海道に関する資

料の収集・寄贈資料の整理（既受入分） 

・新規受入資料の整理と受入 

ふるさと石狩記録事業 通年 市内各所の変化を撮影及び定点撮影し、後世に伝え

る。 
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６ その他 

事 業 名 時  期 内  容 

蔵書点検（図書特別整

理） 

1/17 日（月）

～1/20日（木） 

本館 （不明 83 点） 

・参加ボランティア：18 名  

※令和 3 年度は分館の蔵書点検は実施せず。 

職業体験受入 通年 書架整理、おはなし会、レファレンス体験などを実施 

※実施なし 

石狩市民図書館協議会 

※書面開催 

① ８/20（金） ・令和２年度図書館運営状況等について 

・令和３年度事業進捗状況と今後について 

② ３/17（木） ・主な事業の開催状況等について 

・事業者等からの寄付・寄贈について 

・教育委員会の点検・評価（令和２年度分）について 

・令和４年度石狩市民図書館の運営について 

特別展示 １月～３月 北海道応援キャラクター「雪ミク」塗り絵企画『雪ミ

ク、もっと大好き！』『雪ミクたちを塗ってみる。』 

作品受付 １/25（火）～２/13（日） 

作品展示 ２/18（金）～３/13（日） 

応募作品数 14 点 

図書の無償譲渡  資料選定会議において点検除籍を決定した図書約

6,159冊を無償譲渡。 

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、イベントとしての開催日は設けず、年間を通し

上記冊数の無償譲渡コーナーを館内に設置した。 

雑誌リサイクル広場 11/７（日）

～ 

保存年限を過ぎた廃棄予定の雑誌を無償譲渡 

・2,623 冊 

夏休み特別イベント  ※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

子母澤寛 生誕 130 年記

念事業 

１/29（土） 

～５/１（日） 

厚田が生んだ時代小説の巨匠「子母澤寛」が生誕 130

年を迎えたことを記念して特別展示及び講演会を開

催。 

特別展示： 

第１期（１/29～２/27）「蝦夷物語」 

第２期（３/１～４/１）「厚田日記」 

第３期（４/２～５/１）「南へ向いた丘」 

特別講演会：2022/４/29（金・祝） 

「蝦夷物語～江戸、箱館そして厚田へ」 

講師 元函館市中央図書館 館長 丹羽 秀人氏 

ミライ on 図書館（長崎

県立・大村市立一体型図

書館）との連携事業 

７月～10 月 ・ミライ on 図書館・石狩市民図書館交流企画「アイ

デア缶詰ラベル絵アワード」を開催。 

作品募集 ７/21（水）～８/29（日） 

作品展示 10/５（火）～10/17（日） 

応募作品数 子どもの部 10作品、大人の部 16作品 

・両地域の缶詰にまつわる講演「缶詰の日 講演会」

を開催。 

開催日  10/10（日）※缶詰の日 

参加人数 32名 
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（２）寄附・寄贈 

① 寄附 ※受付順 

寄附者名 内 容 使 途 

株式会社ワールドウッティ 様 100,000 円 一般書・児童書の購入に充当 

北盛電設株式会社 様 500,000 円 児童書の購入に充当 

岩倉建設株式会社 様 200,000 円 
市内市立学校図書館用図書の購入に

充当 

②-１ 寄贈 ※受付順 

寄贈者名 内 容 

石狩商工会議所 様 

渋沢栄一を題材とした本「みんなでつくる！しあわせ お

かねってなあに？」を市内小学校及び石狩市民図書館へ

40冊 

株式会社ワールドウッティ 様 
石狩市民図書館閲覧室内の椅子、机、カウンターなど、利

用者が手に触れる場所に抗ウイルス・抗菌加工を敷設 

株式会社 環商事 様 児童書 136 冊 

②-２ 雑誌スポンサー ※50 音順                   

寄贈者名 

（個人） 
内 容 

 寄贈者名 

（企業・団体） 
内 容 

匿名 様 新聞２紙 
 

アミーケ・インターナショナル株式会社 様 雑誌２誌 

匿名 様 雑誌１誌 
 

石狩市弓道連盟 様 雑誌１誌 

匿名 様 雑誌１誌 
 

石狩バスケットボール協会 様 雑誌２誌 

匿名 様 雑誌１誌 
 

榎本建設株式会社 様 雑誌２誌 

匿名 様 雑誌１誌 
 

学研樽川７条教室 様 雑誌２誌 

  
 

特定非営利活動法人 ひとまちつなぎ石狩  様 雑誌２誌 

   
便利屋てくてく 様 雑誌２誌 

   
北海道キリンビバレッジ株式会社 様 雑誌１誌 

   
  

                                  ※令和４年３月 31日現在 

 

（３） 視察・見学者   

 

 道内、道外ともに０件 

 


