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平成２７年度大館市立図書館 

業務執行報告書 
 
 

１．施設の利用状況について 
 
 来館者数は４館合計８９,７３２人で、前年度に比べ５１５人の減となりました。貸

出点数は４館合計１８４,３７２点で、前年度比２,８００点の減でした。どちらも４月

から１１月までは前年比を大きく下回りましたが、１２月からは増加に転じ、最終的に

通年では来館者数が０．６％減、貸出冊数は１．５％減という結果となりました。 

ここ数年の秋田県全体での図書館来館者数は、年２％を超える数字の低下が記録され

ておりますので、その中では健闘の部類に入るものと認識しております。 

 

 

２．実施事業について 
 

①図書館ホームページ等における情報提供事業［通 年］ 
図書館ホームページ、ブログ、ツイッター、北鹿新聞の館長コラムなどで随時情報発

信を行った。 
 

②ボランティア図書館利用事業［通 年］ 
図書館内外での読書推進を目的として、ボランティア団体に対して図書館のスペース

を全館で開放。                     主催事業 回数  １３９回  利用者数  ７１５人 

 

③おはなし会事業［通 年］ 
幼児・児童に対する読書活動推進を目的として、読み聞かせボランティア団体との連

携・協力のもとに実施。館内での定例おはなし会、特別おはなし会、保育所や学校等の
要請により行う出張おはなし会を行った。 

主催事業  実施回数  ６４回  参加者数 ２，８３５人 
共催事業  実施回数    １回  参加者数     １５２人 

③－１  定例おはなし会 

中央図書館では「おひざにだっこのおはなし会」と題して毎月１回開催。歌や手遊
び、エプロンシアターや保護者の相談にものるなど内容を充実させた結果、来場者が
昨年度の計５８名から計２００名に増加した。花矢図書館では６月から月１回、比内
図書館では７月から月に２回のペースで実施した。 

幼児・児童サービス事業 実施回数  ４２回  参加人数  ８６３人 

③－２  特別おはなし会 

中央図書館では、おおとり号特別巡回事業の際に図書館員が読み聞かせを行ったほ
か、ボランティアサークル「おはなしの森」や市内５校の図書委員会と連携しておは
なし会を開催した。花矢図書館では講談社のキャラバンカーの招聘と同団体による絵

本の読み聞かせを実施した。       主催事業  実施回数  ９回  参加人数  ６４７人 
〈中央図書館〉 
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○おおとり号夏期特別巡回  [７月２８日（火）]  ８５人 
（南なかよしクラブ、川口なかよしクラブ） 

○おおとり号夏期特別巡回  [７月２９日（水）]  ７７人 
（上川沿なかよしクラブ、長木なかよしクラブ） 

○おおとり号夏期特別巡回  [７月３０日（木）]  ５０人 
（花岡なかよしクラブ、矢立なかよしクラブ） 

○夏休みワクワクドキドキおはなし会  [８月６日(木)]  ７６人 
    「おはなしの森」、大館鳳鳴高校・国際情報学院高校協力 
○冬休みワクワクドキドキおはなし会 ［１２月２５日（金）］  １３０人 

    「おはなしの森」協力 
○高校生の読み聞かせ会  [１月８日（金）]  １５２人  ※共催事業 
○春休みワクワクドキドキおはなし会  [３月２５日（金）]  ８１人 

    「おはなしの森」協力 
〈花矢図書館〉 

○子ども読書の日読み聞かせ会   [４月２３日(木)]  １７人 
○「おはなし隊」全国キャラバン [５月１４日(木)]  ７３人 

花矢図書館・講談社主催、「おはなしの森」協力 
  ○むか～し、むかし 秋田の話っこ  [７月２９日(水)]  ５０人 
     「ドリームライブラリー」代表  白根奎子さん協力 

〈田代図書館〉 
  ○子ども読書の日読み聞かせ会  [４月２３日(木)] ５４人 
      （山瀬児童クラブ） 「ドリームライブラリー」協力 

③－３  出張おはなし会 

  学校や保育所等との連携のもと、中央図書館・花矢図書館・田代図書館がボランテ
ィアを派遣し実施した。 

幼児・児童サービス事業  実施回数  １４回  参加人数  １，４７７人 
〈中央図書館〉 
 ○矢立小学校 出張おはなし会 [７月２日(木)]  参加人数 ４３人 
○矢立小学校 出張おはなし会 [１０月２０日(火)]  ４３人 
○子育て支援室「つくしんぼ」出張おはなし会［３月１５日（火）］  １８人 

〈花矢図書館〉 
  ○矢立保育所  出張読み聞かせ会 [５月２２日(金)]  ３７人 
〈田代図書館〉 

  ○南小学校  出張おはなし会 [６月１０日(水)]  １５８人 
  ○西館小学校  出張おはなし会［６月１１日(木）］ １５２人 
  ○早口小学校  出張おはなし会［６月１６日(火）］ １２３人 
  ○川口小学校  出張おはなし会［６月１９日(金）］ １６４人 
  ○山瀬小学校  出張おはなし会 [６月２５日(木)]  １２３人 
  ○釈迦内小学校  出張おはなし会 [７月７日(火)]  １８１人 
  ○矢立小学校  ブックトーク会 [７月７日(火)]  １０人 
  ○川口小学校  出張おはなし会［１１月１９日（木）］  １５４人 
  ○早口小学校  出張おはなし会［１１月２４日（火）］  １１３人 
  ○山瀬小学校  出張おはなし会［１１月２６日（木）］  １５８人 

 

④テーマ展示事業［通 年］ 
図書館資料の紹介と利用の促進を目的に、月ごとにテーマに沿った資料を展示。 
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あわせて、中央図書館では、毎年恒例の「レクイエム展示」「貸出ベスト２５」と高
校図書委員会と連携した「高校生のおすすめの本」の展示も実施。展示作業は高校生た
ちが自ら行った。３月には、初の４館合同テーマ展示「大館でグリーンライフ」も実施
した。                                            主催事業 展示数  １６８展示 

 

⑤学校等支援連携事業［通 年］ 
    未就学児施設や市内小学校で幼児・児童が絵本、図書等に親しむ環境づくりの支援を
目的に、市役所関係課及び関連団体とも連携しながら、絵本だよりの発行、団体貸出を
実施した。新しい試みとして、１１月に学校図書館関係者向けに資料保存と修理に関す
る研修会を開催した。                                                  主催事業 

 

⑥発行物 ［通 年］ 
⑥－１  図書館だより「プラス・ワン」 ［隔 月］発行回数６回 
⑥－２  絵本だより  ［毎 月］発行回数１２回 
⑥－３  花矢図書館だより  ［毎 月］発行回数１２回 

       主催事業  発行回数総計  ３０回 

⑦ブックスタート事業  ［通 年］ 
大館市福祉部健康課母子保健係との連携事業。「５か月児すこやか教室」の際に読み聞

かせや図書館の紹介、絵本のプレゼントを行った。今年度の図書館予算での絵本購入は
１５０冊。                                         主催事業  参加者数  ５８０人 

 

⑧移動図書館「おおとり号」特別巡回事業  ［年２回］ 
  定期巡回のない地域の児童を主な対象として本の貸出しや読み聞かせを実施した。 

⑧－１  夏期特別巡回  ［７月２８日（火）～３０日（木）］ 利用人数    ２１２人 
⑧－２  秋期特別巡回  ［１１月４日（水）～６日（金）］  利用人数    １９２人 

学校連携・児童サービス事業  利用人数計   ４０４人 

 

⑨ 図書館でホッとタイム [月１回] 

      昨２６年８月から毎月１回、中央図書館後援会主催・中央図書館共催で実施。図書

館でお茶を飲みながら好きなことを語り合う交流事業。落語会や宮沢賢治についての

講話など、毎回違う顔ぶれのゲストを招き、多様なテーマで開催した。 

共催事業  参加者数 ２４９人 

 

⑩ 読書感想文コンクール・感想画展 
⑩－１  第４６回大館市読書感想文コンクール（中央図書館）［７月〜１１月］ 

 恒例のコンクールで、「一般の部」と「高校生の部」の二部門で作品を募集した。「一
般の部」９編、「高校生の部」４７編の応募があった。入賞作品は北鹿新聞に掲載さ
れ、図書館ホームページへも上位入賞作品の掲載を行った。実施にあたって、一般の
部の応募が年々減少傾向にあることから、図書館後援会の協力を得て、７月と８月に
「読書感想文を書いてみる会」を実施、計２０名が参加した。 

主催事業 応募数  ５６編 
⑩－２  平成２７年度読書感想画コンクール（田代図書館）［７月〜１１月］ 

 毎年、田代地区の小学生を対象に作品を募集して行うコンクール。７月から作品を
募集し、１０月１４日（水）に委嘱した審査員による審査を行った。読書週間期間の
１０月２７日（火）から１１月８日（日）まで、田代図書館で入賞作品の展示を行っ
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た。                                    主催事業 応募数  ２６３点 
⑩－３  読書感想画展示会（花矢図書館）［９月～１１月］ 

  花岡保育所園児による感想画を、地区文化祭に合わせ花岡公民館で展示した。 
主催事業  出展数  ３９点 

 

⑪ 第２５回大館市生涯学習フェスティバル「まなびピア inおおだて」参加事業 
⑪－１  文化講演会「ドーム、文化会館から図書館へ」［９月５日（土）］ 

 中央図書館後援会主催、中央図書館共催。後援会の依頼により館長の野呂が講師を
つとめ、平成９年の文教振興事業団創設以来の歩みを、自らの経験を軸に紹介した。 

           共催事業 参加者数 ２６人 
⑪－２  雑誌・古本プレゼント［９月５日（土）］ 

 除籍資料等の有効利用を目的として、中央図書館において保存期間が過ぎた雑誌と、
受入のできなかった寄贈本を利用者に無償提供した。 

共催事業 利用者数 １５０人 

 

⑫地区公民館芸術文化祭と連携したイベント開催［１１月上旬］ 

  地域住民が集まる花矢・比内・田代各公民館での芸術文化祭の機会をとらえ、公民

館や図書館においてイベントを開催した。他施設との連携による図書館の認知度アッ

プや読書推進活動の一環。花岡公民館での花岡保育所園児の読書感想画展、田代図書

館での早口・山瀬小児童の読書感想画展、比内図書館での工作体験（しおり作り）を

実施した。また、各図書館で除籍済の雑誌プレゼントも行った。 

主催事業  イベント開催数 ３回  雑誌プレゼント ３回 

 

⑬ 高校生ビブリオバトル  大館大会［１０月３日（土）］ 
 秋田県教育委員会主催。県内では大館市立中央図書館が先鞭をつけた書評イベント
「ビブリオバトル」の、高校生大会の２回目。昨年の３地区から５地区に大会が増え
た。また、大館国際情報学院高校の生徒たちが、中央図書館２階ロビーで古本市を同
時開催し、余った本を後日１階正面入口付近で無償提供した。 
１１月１日に初開催された全県大会では、大館大会代表の１人国際情報学院高校３

年生、冨樫紅実さんが優勝し、全国大会に出場した。（全国大会では残念ながら予選
敗退。）                                  主催事業 参加者数  ４８人 

 

⑭本の補修講習会［４月８日（水）］ 

      日ごろ紙芝居の補修や書架整理などをお願いしている図書館ボランティアの方々に、

本の補修の基本を学び活動に活かしてもらおうと、市立図書館職員が講師となり講習

会を行った。                                         主催事業  参加者数  ４人 

⑮大館市立図書館研修会「資料保存と修理の基礎」［１１月３０日（月）］ 

      秋田県立図書館から講師を迎えて学校図書館関係者を対象とした研修会を行い、市

立図書館職員やボランティア、関心のある市民も参加した。 

主催事業  参加者数  １８人 
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３．施設の整備について 
 

各館ともに建物・設備の経年劣化によると思われる不具合等が目立っており、小破

修繕については、図書館予算による対応を行いながら、建物及び設備の修繕と回収に

ついても市と協議を進めています。特に、中央図書館では数か所で外壁タイルの剥落

が発生しており、巡視を頻繁に行うとともに状態を市に報告しております。 

     修繕実施場所 

       ① 〈中央〉１階一般閲覧席の上部突出し窓開閉不能による部品交換修繕 

       ② 〈中央〉１階男子トイレウォシュレットの電気不通による基盤交換修繕 

       ③ 〈中央〉２階女子トイレ壁面タイル剥離剥落部分修繕 

       ④ 〈中央〉２階事務室エアコン交換修繕 

       ⑤ 〈中央〉ボイラー補給水ポンプ回り配管取替修繕 

       ⑥ 〈中央〉受水槽ボールタップ取替修繕 

       ⑦ 〈中央〉１階児童女子トイレ床タイル修繕 

       ⑧ 〈中央〉２階男子トイレ床タイル修繕 

       ⑨ 〈中央〉１・２階トイレ手洗器排水金具等取替修繕 

       ⑩ 〈中央〉地下油槽検知管取替修繕 

       ⑪ 〈中央〉１階児童女子トイレ洗面器給水管詰まり修繕 

       ⑫ 〈中央〉１階児童男子トイレ 大便器フラッシュバルブ取替修繕 

       ⑬ 〈中央〉ウェブサーバ用無停電装置修繕 

       ⑭ 〈中央〉正面自動ドアセンサー部品交換修繕 

       ⑮ 〈中央〉おおとり号ガスダンパー交換修繕 

       ⑯ 〈中央〉２階湯沸し室定温式感知器交換修繕 

       ⑰ 〈花矢〉正面入口自動ドア補助センサー取付工事 

       ⑱ 〈田代〉階段室非常灯不良取替修繕 

       ⑲ 〈田代〉消防設備（差動式感知器・煙感知器他）取替修繕 

       ⑳ 〈田代〉正面玄関階段タイル修繕 

 


