
令和元年度 第２回上越市立図書館協議会 次 第 

 

日時：令和元年１１月２０日（水） 

午後１時３０分～ 

会場：上越市立高田図書館第１会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 協  議 

(1) 報告事項 

① 平成３０年度決算の状況について【資料１】 

 

 

② 令和元年度補正予算及び今年度の事業実施状況・今後の予定について【資料２・３】 

 

 

③ 読書週間事業について（10/27～11/9）【資料４】 

 

 

(2) 協議事項 

① 令和２年度予算・事業予定について【資料５】 

 

 

(3) その他 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 
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平成 30年度 図書館関係事業の決算の概要について 

 

１ 読書普及・自主活動事業  決算額 372千円 

決算額 読書活動推進事業  255 障害者サービス事業  117 

目標 ・読書活動推進事業への参加者数：8,300人 
・デイジー図書、カセットテープ等の録音図書
の年間貸出タイトル数:600タイトル 

目標 
達成状況 

・定期的に行われるおはなし会等の催しのほ
か、新潟県教育委員会との連携事業や高田
図書館開館110周年記念事業等を実施したこ
とにより、読書活動推進事業の参加者数は
9,315人となり、目標を上回った。 

◆読書活動自主事業参加者数 

 

・一人当たりの貸出数に大きな変化はなかっ
たが、利用者数の減により、録音図書の貸
出タイトル数は526タイトルとなり、目標は
達成できなかった。 

事業の成果 

・ボランティア団体の協力により、1年を通して全館で定期的におはなし会を開催することがで
きた。 

・図書館やこどもセンターでの読み聞かせがきっかけとなり、絵本に興味を持ったり、親子で
読書をする時間を持てるようになったなど、読書活動の推進に貢献することができた。 

・録音図書の貸出タイトル数は目標を達成できなかったが、新規の登録者もあり利用層が増えて
いる。 

今後の 
課題等 

・上越市子ども読書活動推進計画(第3次)の策定を踏まえ、関係各所と連携して取組を推進して
いく。 

・子どもの読書活動を推進するに当たり、子どもだけでなく保護者の世代に対しても啓発活動
に、取り組み、家庭における読書環境の充実を働き掛けていく必要がある。 

・ボランティア団体との協働により、障害者サービスの充実に努めるとともに、利用促進に向
けた周知を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 図書充実費  決算額 23,953千円 

項目 高田図書館（分館含む） 直江津図書館 

決算額 高田図書館図書充実費  16,787 直江津図書館図書充実費  7,166 

目標 

・高田図書館、浦川原分館及び頸城分館の利
用数 
図書貸出利用者数:124,150人 
図書貸出冊数:524,200冊 

・直江津図書館利用数 
図書及び視聴覚資料貸出者数 82,350人 
図書及び視聴覚資料貸出点数 305,000点 

 

目標 
達成状況 

・貸出利用者数は126,417人で目標を上回った
が、一人当たりの貸出冊数が前年より減少
したため、貸出冊数は512,372冊となり、目
標は達成できなかった。 

・平成30年度受入冊数：8,137冊 
購入：7,228冊、寄贈：909冊 

・平成30年度購入実績 

館別 一般書 児童書 

高田 4,708冊（うちティーンズ260冊） 1,863冊 

浦川原 193冊（うちティーンズ 10冊） 138冊 

頸城 176冊（うちティーンズ 16冊） 150冊 

・蔵書冊数（雑誌除く）：300,962冊（前年比

+2,287冊） 

・貸出利用者数は81,758人、貸出点数は
301,293点となり、どちらも目標を下回っ
た。 

・平成30年度受入冊数：3,794冊 
購入：3,446冊、寄贈：348冊 

・平成30年度購入実績 

館別 一般書 児童書 

直江津 

 

 

2,532冊 

（うち鉄道図書     149冊） 

（うちティーンズ   351冊） 

914冊 

 

 

・蔵書冊数（雑誌除く）：147,530冊（前年比

+3,509冊） 

◆貸出者数（図書・雑誌・ＡＶ資料）     ◆貸出資料点数（図書・雑誌・ＡＶ資料） 

  

事業の成果 

・図書館としての役割を果たすため、多様な
分野の図書資料を収集すると同時に、県内
外の図書館から必要な図書資料の借用も積
極的に行い、利用者に提供した。 

・貸出冊数は目標を達成できなかったもの
の、高田図書館及び分館のいずれも前年度
より増加した。なお、分館では、貸出利用
者数及び貸出冊数とも前年度比較で10ポイ
ント以上増加した。 

・直江津学びの交流館前の臨時駐車場が工事
のため閉鎖となったことが大きく影響し、
平成29年度との比較では、貸出利用者数が
1.2ポイント、貸出点数が1.9ポイント、そ
れぞれ減少した。 

・図書館の魅カアップを図るため、新潟県主
催の絵本作家おはなし会を行うなど、様々
な本との出会いを工夫しながら市民に図書
や視聴覚資料を提供した。 

今後の 
課題等 

・図書館資料の充実を進めるとともに、図書の
紹介やテーマ展示に工夫をして、図書館の魅
カアップに努め、減少傾向にある成人の利用
増に努める。 

・今後も継続的に新たな催しを行うなど、読書
の機会の創出とともに資料の充実を図るこ
とによって、直江津図書館への来館を促して
いく。 

【資料１】 
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３ 図書管理電算化事業  決算額 23,440千円 

決算額 図書管理電算化事業  23,440 

目標 ・インターネットによる図書館資料予約処理件数:45,500件 

目標達成状況 

・インターネット予約処理件数は49,657件で、日標を上回った。 
・過去5年間の傾向 

◆予約・リクエスト処理冊数         ◆うちインターネット予約冊数 

  

事業の成果 
・平成29年2月にスマートフオン用サイトを作成したことから利便性が向上し、インターネット
予約処理冊数は毎年度増加している。 

今後の 
課題等 

・予約に関する要望に対応するため、図書館ホームページの利便性向上を図る。 
・図書館ホームページの利用促進を図るため、広報紙や市のホームページ、報道機関への情報
提供などにより、広く市民にPRしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施設管理運営費  決算額 117,076千円 

項目 高田図書館 直江津図書館 

決算額 高田図書館管理運営費  63,360 直江津学びの交流館管理運営費 53,716 

目標 
－ ・年間来館者総数は過去3年の平均249,500人

以上とする。 

目標達成状況 
事業の成果 

・高田図書館の設備のうち、老朽化が著しか
った非常電源用蓄電池の半数を交換したほ
か、老朽化している空調設備の部品交換及
び玄関照明等のＬＥＤ化工事等を行い、施
設の長寿命化及び設備の安定化により読書
環境の向上を図った。 

・年間来館者数は245,609人であり、目標と比
べて3,891人下回った。 

・貸館利用件数については、平成29年度に比べ
126件、使用料収入で65千円減少した。 

・図書館への入館者数は123,427人であり、平
成29年度に比べて1,968人増加した。 

今後の 
課題等 

・高田図書館は平成6年に開館して25年が経過
し、空調設備、昇降機、消防設備等の諸設
備及び建築物の老朽化が進んでいることか
ら、利用者の安全確保と快適な読書環境の
提供及び施設の長寿命化を図るため、引き
続き優先順位を定めて修繕を実施してい
く。 

・身近に本がある環境を提供するため、公民
館図書室を窓口にした図書館資料の予約や
受取り、返却が円滑にできるよう、引き続
き配送サービスに取り組み、利便性を図っ
ていく。 

・来館者数の減少の要因については、平成30
年4月まで開設していた臨時駐車場が工事の
ため閉鎖になったことが大きく影響したも
のと考えている。 

・また、年間を通じて定期的に利用していた
貸館利用団体の構成員の高齢化により、活
動を中止した団体があったことも減少要因
の一つに挙げられる。 

・令和2年度は直江津駅前に複合ビル及び立体
駐車場の開設も控えており、生涯学習活
動、各種集会や研修会などの会場として、
市内のみならず、県内外からの利用促進に
もつながるよう努めたい。 

・平成22年10月の開館から8年が経過し、年間
約25万人の多くの利用があることから、施
設の計画的なメンテナンスを図りながら、
維持管理を行いたい。 

 



【資料２】

令和元年度9月補正予算の概要について

補正額（高田図書館管理運営費分）：83,276千円
（財源内訳：環境省補助金26,458千円、市債5,400千円、一般財源51,418千円）

◆補正の理由

　温室効果ガスの排出抑制に向け、環境省が進めている「地方公共団体カーボン・マネジメント強

化事業」に採択されたことから、環境負荷低減に資するＬＥＤ照明や空調設備並びにそれらを最適

化するシステムを導入し、その効果を検証する委託事業に要する経費を増額するほか、本事業とあ

わせて、高田図書館の電気設備などの改修を行うため、所要の額を増額するもの。

［対象施設：市立高田図書館、ユートピアくびき希望館、雁木通りプラザ…計3施設］

◆事業の概要

　⑴　補助対象事業

　　①ＬＥＤ照明への更新（稼動が高いエリアに導入）

　　　・市民ギャラリー、ホール・トイレの一部：296灯

下図 　※下図ではギャラリー及びホールにおける照明の位置のみ図示しています。

　　②小空間用エアコンの更新

　　　・地下収蔵庫、コンピュータ室、会議室系統、事務室系統：4台

下図 　※下図では入れ替えるエアコンが対応する空間を図示しています。

　　③大空間用空調の熱源制御装置導入

　　　・冷却水・冷温水ポンプにインバーター制御導入：4台

下図 　※下図では入れ替える空調設備が対応する空間を図示しています。

　⑵　補助対象外（単独）の事業

　　①大空間用空調のリモートユニットの更新：5系統・・・地下及び１階に設置

　　②受電設備の高圧コンデンサの更新：1台・・・地下

◆期待する効果

　⑴　照明設備のＬＥＤ化及びインバータ制御導入に伴う電気料の節減

　⑵　空調設備等の更新・改修に伴う図書館の良好な利用環境の安定的な提供
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令和元年度　事業実施状況・今後の予定について

１　催しもの関係

＜高田図書館＞

＜直江津図書館＞

＜浦川原分館＞

＜頸城分館＞

●図書館でドイツを巡る［実施］
・1年を切った東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、上越市がホストタウンとなっているドイツ
に関連する本の貸出とブックリストを配布。
　実施期間：10月26日～11月10日
　紹介した主な本：『ドイツパン大全』『ドイツ菓子図鑑』『ソーセージの歴史』『交響曲「第九」歓びよ未来へ！』

●Willkommen（ようこそ）！ドイツのクリスマス☆[予定]
・ドイツのクリスマスの紹介と、クリスマスツリーに飾るオーナメント作り、クリスマス絵本の読み聞かせを行う。
　期日：12月8日　　出演：ディーツ・ヤニックさん（オリンピック・パラリンピック推進室 国際交流員）

　令和元年度は、定期的に行っているおはなし会や読書週間に関連する事業、学校との連携に加
え、各図書館において、以下のとおり、新たな取組やこれまでの取組に新たな視点を加えるなど
工夫を凝らし、特色ある事業を実施または実施を予定しています。

●「ガス水道局ウィズガス親子クッキング教室　絵本『からすのパンやさん』のパンをつくろう　連携企画［実施］
　①つくってみたいパンの絵をかこう」コーナー：展示期間7月19日まで
　②おはなし会『からすのパンやさん』：開催日［高田7月7日、直江津7月14日］

●「おはなしランチ」の実施・・・市内の各小中学校と連携し実施。（新聞記事及び別紙資料参照）［実施中］
　・趣旨：図書館の読書週間事業の一環として、絵本やおはなしに登場した料理を市立の小中学校の給食に取り入
れることで、児童・生徒の皆さんから本に対する興味、関心を持ってもらうことを目的に今年度初めて企画。
　実施期間：11月1日～22日

●夏休みの工作イベント「真夏のスノードーム」作り［実施］
・自由研究に役立つ本や、簡単な工作の本も紹介。
　期日：8月7日、8日（追加実施）
　※定員15人で募集したところ、合併前の区域を含め約2倍の申込があったことから、翌8日と併せ2日間で実施。

●夏休み特別企画「としょかん夏休み標本展」［実施］
・市内在住の富取さん秘蔵のコレクションを展示・・・トゲの下は実はカラフルなウニ。奇妙なツノを持つ虫の仲間な
ど、見た目が個性的な生き物たちの標本を展示。（高田図書館１階ロビー）
　①個性的なウニの標本展：7月19日～8月8日
　②不思議な虫の標本展：8月10日～29日

●歴史博物館との連携［予定］
・歴史博物館企画展「探検！むかしのくらし」との連携イベント“紙しばい屋さんがやってくる”・・・あの頃の紙しばい
屋さんを模して、自転車の荷台で紙しばいを行います。
　期日： 11月24日、2月23日、3月1日
　会場： 歴史博物館1 階ラウンジ

●子どもの本のキャラクター人気投票［実施］
・絵本や児童書に登場する、お気に入りのキャラクターを選んで投票
　募集：4月19日～5月12日、発表：パピルス6月号、4館での展示
　１位　おしりたんてい　140票、2位　ノラネコぐんだん　71票、3位　かいけつゾロリ　50票

●「北極トーク＆北極クイズ」［実施］
・北極点到達の経験をもつ図書館の職員が、雪と氷の世界「北極」について、スライドショーやクイズを交えながらお
話ししたほか、関連本を紹介。
　期日：8月2日　　講師：直江津図書館　横手副館長

●高田図書館頸城分館　図書館秋まつり［実施］
・読み聞かせサークル「ワンダーランド」の皆さんのご協力により「本に親しむつどい」と題し、ティンパニーを伴奏にし
たお話の朗読と頸城区に伝わる昔話の朗読などを実施。
　期日：11月1日、会場：ユートピアくびき希望館　多目的ホール

２　図書資料の購入及び受入、貸出関係

◆図書資料の受入状況

◆図書館利用状況（貸出状況ほか）（各年の9月末現在との比較）

※H29.2から新たな図書館システムが稼働。

【資料３】

蔵書数
*H31.3.31現在

蔵書数
*R元.9.30現在

購入 寄贈 計 除籍数

浦川原

頸城 149

館別

146 2,209 745 148,994

3,335 456 3,791 3,300 265,042高田

直江津

15,875

264,551

147,530

20,756

15,655

150 86 236 186 20,806

74 223 3

2,063

高田 直江津 浦川原 頸城

H28 241,939 149,483 6,969 9,306

H29 240,139 160,704 6,203 9,701

H30 233,136 150,257 6,183 11,943

R元 236,131 152,322 5,390 11,627
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貸出資料点数

高田 直江津 浦川原 頸城

H28 1,587 749 0 0

H29 1,354 713 77 204

H30 1,354 656 39 113

R元 1,171 603 30 59
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高田 直江津 浦川原 頸城

H28 57,283 40,947 2,047 2,403

H29 57,093 43,326 1,874 2,681

H30 57,106 40,702 1,941 3,336

R元 59,326 42,568 1,567 3,478
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高田 直江津 浦川原 頸城

H28 16,954 12,256 660 270

H29 17,990 12,334 643 765

H30 18,271 12,454 868 1,310

R元 18,863 14,293 708 1,448
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高田 直江津 浦川原 頸城

H28 1,652 1,895 103 76

H29 1,504 2,241 113 93

H30 2,310 2,142 140 192

R元 1,757 2,077 158 299
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高田 直江津 浦川原 頸城

H28 258,931 138,955 20,751 17,480

H29 261,983 142,448 20,498 15,980

H30 264,236 146,083 20,649 15,652

R元 265,042 148,994 20,806 15,875
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蔵書冊数（雑誌除く）



 

 

令和元年度 読書週間事業について（実績報告） 

 

◆ 読書週間事業 

10月27日(日)～11月9日(土) 

・「読書週間推薦こどもの本ブックリスト2019」の作成及び掲載本の展示。(高田・直江津・浦川原・頸城) 

＜事業の成果＞ 

・ 高田図書館では主に大人向けの事業を組んだ中、「おすすめします。この1冊」で募集した紹介文には、子供か

ら多く寄せられ、年代が幅広いものになった。 

・ 直江津図書館で実施した謎解きの催しは、初めての試みだったが、新聞にも取り上げてもらい、最終日まで 挑

戦者があって、期待した以上の参加があった。 

・ 分館実施のリサイクルブック市においては、前年より参加者が多かった。 

・ 分館においては、普段利用がない層の来館も見られた。 

＜工夫した点＞ 

・ 高田図書館では、利用者作成（寄贈）のしおりを活用した事業を行った。 

・ 直江津図書館では、市オリンピック・パラリンピック推進室や水族博物館の協力を得て催しを実施した。 

・ 浦川原分館では、区の広報誌への事業内容掲載を行い周知に努めた。 

・ 頸城分館では、事業で使用するハンコの一部を職員が作成し、種類の多様に務めた。 

【高田】 ［3事業・107人］ 

※リサイクルブック市の(  )内の数値は、本の持ち帰り冊数 

【直江津】 ［7事業・90人］ 

 

 

※リサイクルブック市の(  )内の数値は、本の持ち帰り冊数 

【浦川原】 ［2事業・95人］ 

※リサイクルブック市の(  )内の数値は、本の持ち帰り冊数 

【頸城】 ［3事業・464人］ 

※リサイクルブック市の(  )内の数値は、本の持ち帰り冊数 

期日 名称 内容 参加人数 

10/27(日) 読書週間講演会 

・上越地域医療センター病院の協力により「運

動は体に良い！？～運動の功罪～」と題し、

副リハビリテーションセンター長の大竹朗

先生から簡単な体操も含めご講演いただい

た。 

17人 

11/3( 日 ・

祝) 
リサイクルブック市 ・大人向けの本のリサイクルブック市 90人(1,081冊＊) 

10/27(日) 

～11/9(土) 
おすすめします！この1冊 

・図書館利用者から寄せられた推薦本の紹介

文（60件）と所蔵該当本の展示。 

62タイトル展示

中、27タイト

（約43.5％)の

貸し出し 

期日 名称 内容 参加人数 

10/26(土) 
～

11/10(日) 
ペンギンの羽ふわふわ体験 

水族博物館うみがたりから提供されたマゼラ

ンペンギンの羽（換羽により抜けたもの）を自

由に触れるコーナーをこどもとしょしつ内に

設置した。 

- 

10/26(土) 
～ 

11/10(日) 
展示「図書館でドイツを巡る」 

ドイツに関する資料を展示、貸出したほか、オ

リンピック・パラリンピック推進室所属国際

交流員の協力を得て、ドイツ（ボン市）の風景

写真や図書事情などを掲示した。 

約50タイトル展示

中、29タイトル 

貸出（約58％） 

期日 名称 内容 参加人数 

10/26(土) 
～
11/10(日) 

ペンギンの羽のしおり配布 

期間中の催し（定例のおはなし会も含む）に参

加した方に、ペンギンの羽を加工したしおり

をプレゼントした。 

（各催しの参加 

人数に含む） 

10/26(土) 
 ～ 
11/10(日) 

本気で謎解き 図書館クエス

ト 

問題を解いて 3 階図書館に隠された謎の本を

探すゲームを行った。問題の難易度は中学生

以上を対象とした。 

52人 

内、全問正解者は 

28人（53.8％） 

10/27(日) 
おはなしとことこのおはなし

たいむ 

子ども向けのおはなし会 

出演：おはなしとことこ 

13人 

子供7人/大人6人 

11/3( 日 ・

祝) 
きょうのおはなしなあに 

子ども向けのおはなし会 

出演：本の友の会 

11人 

子供6人/大人5人 

11/4(月・振

替休日) 
大人のおはなし会 

「恐怖」をテーマに、大人向けに絵本や朗読を

行った。 
14人 

【資料４】 

期日 名称 内容 参加人数 

11/2（土）、

3(日・祝) 
リサイクルブック市 大人向けの本と雑誌のリサイクルブック市 73人(425冊＊) 

11/2(土) ブックバンド作り ヘアゴムとくるみボタンを使用した工作 
22人 

子供13人/大人9人 

期日 名称 内容 参加人数 

11/1(金) 本に親しむつどい 
ティンパニーの伴奏と頸城区に伝わる昔話の

朗読。（頸城区文化祭に含む） 

220人 

子供120人/大人100人 

11/1(金)～ 

2(土) 
リサイクルブック市 大人けの本と雑誌のリサイクルブック市 220人(406冊＊) 

11/2(土) かんたんブックカバー作り 
絵を描いたり、シールを貼る等オリジナルの

ブックカバーを作成 

24人 

子供14人/大人10人 


