
担当課 施策
番号 施策名 事業

番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 進捗

1 健康医療課 1 乳幼児期からの読み聞かせの継続 1 赤ちゃん文庫

各保健センター等に乳幼児
期に適した絵本を置き、気
軽に利用できる図書コー
ナーを設置

優 ソフトの継続 終了

2 健康医療課 1 乳幼児期からの読み聞かせの継続 2 パパママ教室
初産の夫婦を対象として、
子育て講座で絵本の紹介・
読み聞かせの大切さを普及

優 継続 継続

3 健康医療課 3 ブックスタート事業の拡充及び継続実施 1 ブックスタート
３か月児健診時に絵本を配
布し、読み聞かせを実施

良 健康医療課との連携 必要性検討・継続

4 障害援護課 94
障がいのある子どもへ読書環境の整備等
に関する課題の提案

1
1.点字図書給付　2.日常生活
用具給付

・視覚障がい児（者）に対
して個人が希望する図書に
対して補助　・視覚障がい
児（者）に対して日常生活
用具（拡大読書器等）の購
入補助

不可 保護者への推奨 必要性検討・継続

5 幼児教育課 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

2 教委　絆プラン

市内全幼稚園・保育園で
「チャレンジ週間」として
絵本の読み聞かせを通した
親子の絆づくりを推進

優 具体的な内容を記載 継続

6 幼児教育課 50
保護者等参加の読み聞かせ会の実施を支
援

1 教委　絆プラン
保護者参観日等において読
み聞かせ会や講演会を実施

良 中央館事業へ移行 継続

7 幼児教育課 51
読み聞かせの大切さについて、園だより
や講演会等による保護者への働きかけ

1 教委　絆プラン
読み聞かせの大切さについ
て、園だよりや講演会等に
よる保護者への働きかけ

良 通信の活用等必要 継続

8 幼児教育課 51
読み聞かせの大切さについて、園だより
や講演会等による保護者への働きかけ

2 図書の貸出
園児に絵本を貸出し、自宅
での読み聞かせを推進

優 実態数値をリサーチ必要性検討・継続

9 幼児教育課 92
保育園・幼稚園単位での図書館利用の促
進

1 教委　絆プラン
各園が、図書館の図書貸出
しや配本サービスの利用促
進

可 具体的な働きかけを 必要性検討・継続

10 幼児教育課 101 読書環境の整備と充実 1 教委　絆プラン
幼稚園、保育園の新図書の
購入と司書の巡回による図
書整理

良 数値化と継続 継続
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11 子育て政策室 1 乳幼児期からの読み聞かせの継続 3 子育て支援

子育て支援センターの開放
日や広場、保育園未就園児
交流会等で、絵本や紙芝居
を実施し、家庭での絵本の
読み聞かせの大切さを周知

優 具体的な内容を記載 継続

12 子育て政策室 28
長年読み継がれている本等、寄贈を含め
た図書の充実

1 子育て支援
児童館や子育て支援セン
ターの職員による図書の充
実

優 具体的な内容を記載 継続

13 子育て政策室 29 団体貸出し、配本サービスの利用 1 子育て支援
児童館や子育て支援セン
ターで、配本サービスを利
用して図書を充実

良 具体的な内容を記載 継続

14 子育て政策室 32 読書に関するイベントの情報提供・周知 1 子育て支援
児童館や子育て支援セン
ターにて読書に関するイベ
ント情報等の提供

優 具体的な内容を記載 継続

15 子育て政策室 33
保護者に子どもの読書の大切さについて
周知する機会の充実

1 子育て支援

子育て支援センターの開放
日や広場、保育園未就園交
流会等で、絵本や紙芝居を
実施し、家庭での絵本の読
み聞かせの大切さを周知

優 具体的な内容を記載 継続

16 子育て政策室 102 読書環境の整備と充実 1 子育て支援事業
児童館や子育て支援セン
ターの職員による図書の整
備

優 数値化 継続

17 学校教育課 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

3 教委　絆プラン
読み聞かせ、親子読書等の
読書活動の充実を通して親
子の絆づくりを推進

優 数値化 継続

18 学校教育課 56 司書教諭、学校図書館司書の充実 1 学校図書館司書充実 学校図書館司書の充実 可 継続 継続

19 学校教育課 57 図書資料のデータベース化 1 図書管理システム導入

学校図書館にパソコンを導
入、蔵書のシステム管理が
可能になるような環境を整
備

不可 計画的に実施されたい 継続

20 学校教育課 58 一斉読書活動の拡充 1 読書推進
学校独自に工夫した読書活
動を実施

優 参加学校の数値化 継続
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21 学校教育課 58 一斉読書活動の拡充 2 読書指導の充実

児童の読書傾向を把握し、
読書量の増加と内容（質）
の向上を図る指導を実施
■H23年度 児童１人あた
り年間貸出冊数　83冊

優 継続指導 継続

22 学校教育課 58 一斉読書活動の拡充 3 読書指導の充実

生徒の読書傾向を把握し、
読書量の増加と内容（質）
の向上を図る指導を実施
■H23年度 生徒１人あた
り年間貸出冊数　13冊

優 継続指導 継続

23 学校教育課 59 推薦図書の指定 1 学校推薦図書設置
学校独自に推薦図書を選書
して設置

良 継続 継続

24 学校教育課 60 読書週間を推進する取り組みの実施 1 読書週間推進
・読書週間の啓発　　・図
書館祭等、学校独自の取り
組みの充実

優 継続 継続

25 学校教育課 61
図書館の使い方に関するオリエンテー
ションの充実

2 図書館利用指導

・図書館の利用の仕方を指
導　　・調べ学習の方法の
利用指導　　・図書館・図
書室見学の実施

優 市立図書館の利用PR 継続

26 学校教育課 62
各教科等における学校図書館を活用した
授業及び研修の実施

1 図書館利用指導
・学校図書館の蔵書を利用
した調べ学習の実施　　・
図書主任研修会の開催

優 継続 継続

27 学校教育課 63
児童・生徒が主体となる図書委員会等の
読書推進活動の実施

1 読書推進活動
・図書委員会による図書館
祭の開催　　・学校図書館
の利用を啓発

優 継続 継続

28 学校教育課 64
PTAを中心としたボランティアの協力による
読書推進活動の実施

1 読書推進活動
PTA,ボランティアによる
読み聞かせ等の推進

良 児童を中心に実施 継続

29 学校教育課 65
65　保護者や地域のボランティアの学校
図書館づくりや読書活動への参画の推進

1 読書推進活動
保護者や地域のボランティ
アによる読書環境整備等の
実施

不可
必要不可もあるので内容
再検討 継続

30 学校教育課 66
市立図書館・公民館図書室との連携によ
る学校図書館ボランティア研修の実施

1 ボランティア研修
地域住民による学校図書館
を支えるボランティア学習
会の開催

不可
ボラ研修のあり方を提
示すべき 継続
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31 学校教育課 67
教職員の市立図書館・公民館図書室の利
用と活用を推進

1 読書推進活動
市立図書館・公民館図書室
の利用啓発

優 具体例や数値化を 継続

32 学校教育課 68
児童・生徒の市立図書館・公民館図書室
利用と活用を推進

1 読書推進活動

・学校図書館に図書館だよ
りを掲示　　・市立図書
館・公民館図書室からの情
報を生徒に提供

優 具体数値化 継続

33 学校教育課 100 読書環境の整理と充実 1 学校図書標準冊数整
小学校、中学校の学校図書
館図書基準の達成と充実

良 冊数の表記 継続

34 教育企画課 57 図書資料のデータベース化 1 図書管理システム導入

学校図書館にパソコンを導
入、蔵書のシステム管理が
可能になるような環境を整
備

可 計画的に実施されたい 継続

35 生涯学習課 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

4 家読（うちどく）の普及

「家読（うちどく）推進プ
ロジェクト」との情報交流
による関係部署、地域への
全国家読情報の提供と普及
※家読推進プロジェクト公
式HP　uchidoku.com

良 効果測定は可能か 継続

36 生涯学習課→図書館 5
市立図書館・公民館図書室で子どもの本
を紹介

1 キッズ図書館だよりの発行
毎月キッズ図書館だよりを
発行し、子ども向けの本を
紹介

優 中央館とダブり

37 生涯学習課→図書館 78 各種イベントでの読み聞かせの実施 1 読み聞かせで培う親子の絆
イベント、乳幼児学級、子
育て支援の場での読み聞か
せの実施

良 具体数値化 継続

38 生涯学習課→図書館 79
チラシ・ポスターの配布、設置をはじめとし
た広報活動の支援

1 ボランティア支援
読み聞かせ等のボランティ
ア活動を広報・ホームペー
ジへ掲載

優 中央館とダブり

39 生涯学習課→図書館 79
チラシ・ポスターの配布、設置をはじめとし
た広報活動の支援

2 読書推進団体支援
図書館・地域図書室と連携
して読書推進活動を行う団
体を支援

良 公民館を通じてのこと 継続

40 生涯学習課→図書館 80
技術向上のための講座・研修の実施《読
み聞かせサポーター養成講座等》

1
読み聞かせサポーター養成講
座の開催

読み聞かせボランティアの
知識、技術の向上を図るた
めの講座を実施

優 中央館とダブり
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41 生涯学習課→図書館 87
子どもの読書に関する取り組みを企業・
事務所へPRし、連携事業を提案、実施

2 読書活動推進PR

本を読むことの意義、読み
聞かせスキル（技能）を学
ぶ企業内家庭教育講座の開
催

評価
不能

実施希望 継続

42 生涯学習課→図書館 89
企業・関係団体等が実施する読書に関す
るイベントの支援

2 読み聞かせ活動支援
読み聞かせ活動を行う書店
と連携して、本の良さを子
どもたちに普及

不可 中央館とダブり

43 生涯学習課 90
各事業の効果的な実現を図るため、担当
者連絡会議の強化

1 関係部署等連絡会議開催

関係部署・団体等の連絡会
議を開催し、情報共有と関
連を強化し、進捗状況を把
握

評価
不能

実施希望 継続

44 生涯学習課→図書館 90
各事業の効果的な実現を図るため、担当
者連絡会議の強化

2
子ども読書活動推進計画の周
知・連携

関係者、関係団体・機関に
子ども読書活動推進計画を
各種方法で周知し、ネット
ワークの強化

優 内容検討が必要 継続

45 生涯学習課→図書館 98 読書環境の整備と充実 1 読書環境の充実
子どもコーナーの使いやす
い空間づくりと魅力的な図
書の配架を行い利用を促進

優 中央館とダブり

46 文化振興課 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 良 数値化の再検討 継続

47 文化振興課 96
子どもが文芸に親しめるイベントの開催
（文化振興課）

1 島崎藤村記念文芸祭の開催

郷土出身の文豪島崎藤村を
顕彰する文芸祭への応募を
つうじて、藤村を知り、読
書と向き合う機会を創出

良 継続と数値化 継続

48
発達支援セン
ターつくしんぼ

34
発達支援センター、市立図書館・公民館
図書室での、障がいのある子どもに配慮
した本や保護者向けの本等、図書の充実

1 図書の充実

保護者向けには、障がいの
理解促進と子育て関係の書
籍、冊子等、子ども向けに
は読み物の提供と貸出

可 図書館との連携 継続

49
発達支援セン
ターつくしんぼ

41
障がいのある子どもが本にふれあえる図書の
展示・掲示の実施

2 ライブラリコーナー設置
子どものための本と触れ合
えるライブラリコーナーを
設置

優 ソフト事業がこれから 継続

50 済美図書館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

優 数値化必要 継続
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51 済美図書館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 優 数値化必要 継続

52 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図館、公民館図書室、
図書コーナーの図書・資料
を充実

優 月間テーマの実現 継続

53 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品

済美図館、公民館図書室、
図書コーナーの書架等備品
を充実

優 計画的に実施を 継続

54 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 5 読書イベントの充実

・どようちびっこ図書館
・5月子ども読書まつり

・夏休み科学遊び体験

・10～11月秋の図書館まつ
り　など

優 効果記載があるとよい 継続

55 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 6 よみきかせと移動図書館

乳幼児学級（月1回）と子育

てサロン（週1回）で読み聞
かせや手あそび、工作、図書
貸出

優 効果記載があるとよい 継続

56 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 7
中学生ランチタイムよみきかせ
と団体貸出

毎週水曜日に図書の朗読と
3～4冊のおすすめ図書の紹

介。月に1回は団体貸出
優 継続 継続

57 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 8 小学校移動図書館
2週間に1回、水曜日に小学
校の図書室で移動図書館を
実施

優 数値化必要 継続

58 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 9 保育園貸出

月1回、保育園年長児が図
書館に来て絵本を自分で選
んで貸出。保育園用に紙芝
居や大型絵本の貸出しも実
施

良 数値化必要 継続

59 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 10 広報・PR活動

毎月、地域版広報へ記事を
掲載し、新刊情報、おすす
め図書、イベントPRなど
はホームページで随時実施

優
回数、更新回数など数
値化 継続

60 済美図書館 98 読書環境の整備と充実 11 図書館だよりの発行

イベントのPRや読書推進
を目的として園児版・小学
生版・中学生版を作成し、
園や学校を通じて配付

優 数値化必要 継続



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 　進捗

61 山口公民館 98 読書環境の整備と充実 14 幼稚園への団体貸出
地元幼稚園に約50冊づつ団
体貸出し

優 数値化必要 継続

62 山口公民館 98 読書環境の整備と充実 15 読書関連団体等への支援
図書館クラブによる展示
コーナー設置

優 効果測定必要 継続

63 山口公民館 98 読書環境の整備と充実 16 広報・PR活動
隔月発行の全戸配布「公民
館だより」で新刊を紹介

評価
不能

実施希望 継続

64 山口公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

優 数値化必要 継続

65 山口公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

可 効果測定必要 継続

66 山口公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

優 設置済み 終了

67 山口公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 可 数値化必要 継続

68 山口公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

良
予算が伴う計画実施必
要 継続

69 山口公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

70 坂下公民館 98 読書環境の整備と充実 17 小・中学校への読書推進

青少年健全育成坂下支部と
連携し、読んでほしい本を
4,5冊ずつ小・中学校へ貸
出し、感想文コンクール
（任意）を実施。小学校年
1回、中学校年3回

優 継続 継続

71 坂下公民館 98 読書環境の整備と充実 18 図書室まつりの開催
図書室まつりを開催し、読
書活動を推進

優 継続 継続



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 　進捗

72 坂下公民館 98 読書環境の整備と充実 19 図書ボランティアとの協働・支援

・坂下高校生やサークルあ
おむしくんなど図書ボラン
ティアとの協働活動を推
進・支援 ・小・中学生の
夏休み図書ボランティアを
受入れ

優 継続 継続

73 坂下公民館 98 読書環境の整備と充実 20 広報・PR活動

・地域広報紙「坂下タイム
ズ」に毎月新刊情報を掲載
・ロビーでの企画展示　・
小・中学生へのおすすめ本
のリスト作成（年5回程
度）

良
数値化と効果測定必
要

継続

74 坂下公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

優 継続 継続

75 坂下公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

優 継続と数値化 継続

76 坂下公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 順次実施

77 坂下公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用
評価
不能

実施希望 順次実施

78 坂下公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

79 坂下公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

80 川上公民館 98 読書環境の整備と充実 21 図書室まつり開催
図書室まつりの開催（夏・
冬）（おはなし会、工作、
くじ他）

優 継続と数値化 継続

81 川上公民館 98 読書環境の整備と充実 22 読み聞かせ会開催
読み聞かせ会の開催（地元
のサークル「しゃぼんだ
ま」に依頼）

優 継続と数値化 継続



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 　進捗

82 川上公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

優 継続と数値化 継続

83 川上公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

優 継続と数値化 継続

84 川上公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 継続

85 川上公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 良 継続と数値化 継続

86 川上公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

良 継続と数値化 継続

87 川上公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

予算に伴う計画化 継続

88 加子母公民館 98 読書環境の整備と充実 23 図書室移転

総合事務所1階への図書室
移転を加子母教育協議会・
図書ボランティア・小中学
校などの協力により実施

優 効果測定必要 継続

89 加子母公民館 98 読書環境の整備と充実 24 図書まつり

図書室を知ってもらい読書
推進につなげ、地域コミュ
ニティの活性化。図書ボラ
ンティアと協働した図書ま
つりを開催

優 継続と数値化 継続

90 加子母公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

評価
不能

実施希望 順次実施

91 加子母公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

評価
不能

実施希望 順次実施

92 加子母公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 順次実施



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 　進捗

93 加子母公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用
評価
不能

実施希望 順次実施

94 加子母公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

95 加子母公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

96 付知公民館 98 読書環境の整備と充実 26 ティーンズコーナー設置
学習資料、子ども向け図書
コーナーを設置

優 継続 継続

97 付知公民館 98 読書環境の整備と充実 27 読書イベント開催
手づくり絵本教室・図書ま
つりの開催、特設コーナー
の設置

優 継続 継続

98 付知公民館 98 読書環境の整備と充実 28 読み聞かせサークル活動支援
活動しやすいように施設の
提供、図書の充実、イベン
ト協力、助言を実施

優 継続 継続

99 付知公民館 98 読書環境の整備と充実 29 広報・PR活動
隔月「図書室だより」を発
行、全戸配布

優 継続と数値化 継続

100 付知公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

優 継続と数値化 継続

101 付知公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

可 数値化必要 継続

102 付知公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

優 済み 終了

103 付知公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 可 数値化必要 継続

104 付知公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

可 継続と数値化 継続



担当課
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105 付知公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

不可 予算の伴う計画化 継続

106 福岡公民館 98 読書環境の整備と充実 31 地域の情報発信
郷土の偉人の関連図書コー
ナーを設け、情報発信

可 計画的実施 継続

107 福岡公民館 98 読書環境の整備と充実 32 広報・PR活動
子どもの本を中心に、新刊
図書を地域事務所だよりで
発信

優 継続と数値化 継続

108 福岡公民館 98 読書環境の整備と充実 33 読書関連団体等への支援
図書館くらぶによる壁新聞
コーナーの設置と更新

優 効果測定必要 継続

109 福岡公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

良 効果測定必要 継続

110 福岡公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

不可 計画実施の必要性有 継続

111 福岡公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

優 済み 終了

112 福岡公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 可 計画実施の必要有 継続

113 福岡公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

良 継続と数値化 継続

114 福岡公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

良 計画実施 継続

115 阿木公民館 99 読書環境の整備と充実 3 みちくさ図書室の充実
H24書架設置　H25空調設
備修繕、閲覧テーブル設置

不可 既設済み 終了

116 阿木公民館 99 読書環境の整備と充実 4 読書イベント開催
小学生を対象にした放課後
読み聞かせ会の実施

優 継続と数値化 継続



担当課
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117 阿木公民館 99 読書環境の整備と充実 5 読み聞かせサークル活動支援
読み聞かせサークルの活動
の場の提供と協働事業の実
施

優 継続と数値化 継続

118 阿木公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

不可 サークルとの連携を 継続

119 阿木公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

不可 団体等との連携を 継続

120 阿木公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

必要の有無を検討 検討

121 阿木公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 優 継続と数値化 継続

122 阿木公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

優 継続と数値化 継続

123 阿木公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

不可 計画実施 継続

124 坂本公民館 98 読書環境の整備と充実 7 古本交換事業
家庭で不要になった図書を
持ち寄り、希望者が譲り受
けできる機会を提供

優 継続と数値化 継続

125 坂本公民館 99 読書環境の整備と充実 8 読書活動推進 読み聞かせ団体の活動支援 優 継続と数値化 継続

126 坂本公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

評価
不能

実施希望 順次実施

127 坂本公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

評価
不能

実施希望 順次実施



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 進捗

128 坂本公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 順次実施

129 坂本公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用
評価
不能

実施希望 順次実施

130 坂本公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

131 坂本公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

132 落合公民館 99 読書環境の整備と充実 11 乳幼児学級での読み聞かせ
乳幼児学級で子育て支援団
体「まあるいこころ」と連
携して読み聞かせを実施

優 効果測定必要有り 継続

133 落合公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

評価
不能

実施希望 順次実施

134 落合公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

評価
不能

実施希望 順次実施

135 落合公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 順次実施

136 落合公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用
評価
不能

実施希望 順次実施

137 落合公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

138 落合公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 進捗

139 神坂公民館 99 読書環境の整備と充実 12 読み聞かせ推進
読み聞かせ用ローテーブル
の整備

優 済み、効果測定を 継続

140 神坂公民館 99 読書環境の整備と充実 14 図書コーナーPR
乳幼児の保護者・地域へ図
書コーナー利活用PR

良 継続 継続

141 神坂公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

評価
不能

実施希望 順次実施

142 神坂公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

評価
不能

実施希望 順次実施

143 神坂公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 順次実施

144 神坂公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用
評価
不能

実施希望 順次実施

145 神坂公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

146 神坂公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

147 苗木公民館 99 読書環境の整備と充実 15
家庭教育学級での読み聞かせ
会開催

家庭教育学級の中で、講師
を招いた読み聞かせ会の開
催や、絵本を用意し、読み
聞かせを実施

優 継続と効果測定 継続

148 苗木公民館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

2
乳幼児学級・家庭教育学級で
の読み聞かせ会開催

乳幼児学級・家庭教育学級
の中で講師を招いた読み聞
かせ会を開催

評価
不能

実施希望 順次実施

149 苗木公民館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

評価
不能

実施希望 順次実施



担当課
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150 苗木公民館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

評価
不能

実施希望 順次実施

151 苗木公民館 26
地域で伝承されている祭礼・年中行事
等、多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用
評価
不能

実施希望 順次実施

152 苗木公民館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

153 苗木公民館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

評価
不能

実施希望 順次実施

154
すくすくわくわく
まあるいこころ

78 各種イベントでの読み聞かせの実施 3 読み聞かせキャラバン隊
子育て支援サークルによ
り、親子で集まるイベント
で絵本の読み聞かせを実施

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

155 ひなたぼっこ 78 各種イベントでの読み聞かせの実施 4 学校での読み聞かせ
図書館関係団体による、小
学校での月1回の読み聞か
せを実施

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

156 ひなたぼっこ 98 読書環境の整備と充実 25 小学校での読み聞かせ
ひなたぼっこが、月1回、
小学校へ行き、読み聞かせ
を実施

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

157
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙお
はなしの会

98 読書環境の整備と充実 5 読書イベントの充実

・どようちびっこ図書館
・５月子ども読書まつり
・夏休み読書感想文コン
クール ・夏休み科学遊
び体験 ・10月～11月秋の
図書館まつり　など

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

158
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙおはな
しの会 98 読書環境の整備と充実 12 火曜おはなしタイム

毎月第1・3火曜日にボラン
ティアサークルおはなしの
会が読み聞かせや簡単な工
作を実施

優
数値化と効果測定必
要有り

継続



担当課
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159
蛭川読書ｻｰｸﾙ
済美の会

98 読書環境の整備と充実 5 読書イベントの充実

・どようちびっこ図書館
・５月子ども読書まつり
・夏休み読書感想文コン
クール ・夏休み科学遊
び体験 ・10月～11月秋の
図書館まつり　など

良
数値化と効果測定必
要有り

継続

160
えほんｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ実行
委員会 84 「中津川えほんジャンボリー」への支援 2

中津川えほんジャンボリー開
催

絵本作家を招いてワーク
ショップや対談などを開催
（H24は原画展も実施）

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

161
中津川社会福
祉協議会

8 読み聞かせサークルの立ち上げと活動支援 2
社会福祉協議会登録ボラン
ティア団体活動支援

ボランティアニーズとの
マッチング（情報提供）
と、研修や講座開催への助
成を実施

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

162
中津川社会福
祉協議会

91
地域子育て支援事業として、児童セン
ターに絵本コーナーを設置

1 おもちゃ図書館充実

おもちゃ図書館（ボラン
ティアで運営）の老朽化し
ている絵本とおもちゃを更
新

優 館との連携必要有り 継続

163 中京学院大学 27

郷土にゆかりのある作家を知る機会の提
供や、関連イベントの開催《読書講演
会、郷土の作家によるワークショップ
等》

2 地元絵本作家コーナー設置
地元の絵本作家村上康成氏
の絵本をまとめて購入し、
特集コーナーを常設設置

優
数値化と効果測定必
要有り

継続

164 中津高校 70
読書週間、読書月間や読書の時間、課題
の設定等の推奨

1
読書感想文コンクールへの参
加

夏季休業中に1冊以上本を
読み、県読書感想文コン
クール大会に参加

優
継続と数値化できない
か 継続

165 中津高校 70
読書週間、読書月間や読書の時間、課題
の設定等の推奨

2 校内弁論大会のサポート
新書の紹介。テーマ設定な
どへのアドバイス

優
継続と数値化できない
か 継続

166 中津高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

1
「中津高のための読書案内」
発行

図書館による多岐にわたる
読書案内の発行

優
継続と数値化できない
か 継続

167 中津高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

2 「小論文対策コーナー」設置
・ブックリストの作成・改
訂　　・コーナーの設置
・レファレンス業務の充実

優 継続 継続



担当課
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168 中津高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

3 「図書館フェア」開催

・季節毎に行う雑誌プレゼ
ント　　・読書週間
（10/27～11/9）にはグッ
ズプレゼントもあり

優 イベントの継続 継続

169 坂下高校 70
読書週間、読書月間や読書の時間、課題
の設定等の推奨

3 朝読書週間
年に2回（1回を1週間）と

し、始業前の時間（10分）
を活用し読書を実施

優 継続 継続

170 坂下高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

4 図書便りの発行
図書委員の生徒が毎月の図
書便りを作成

優 継続 継続

171 坂下高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

5 図書館掲示物の作成

図書館のホワイトボードを
使って季節に合わせ掲示物
を作成し、図書館の利用を
促進

優 効果測定 継続

172 坂下高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

6 POPコンクールの実施
推薦する本を読みPOPを作
成し、図書館の利用者を増
加

優
学校間のコンクール
などへ

継続

173 坂下高校 72 学校図書館の蔵書の充実 1 図書選定委員会
生徒・教員が購入希望する
図書を選定

優 継続 継続

174 坂下高校 77
高校生のボランティアによるイベントの
開催・支援

2 公民館図書まつり参加
坂下公民館図書まつりへの
ボランティア参加

優 継続と参加者数値 継続

175 中津商業高校 70
読書週間、読書月間や読書の時間、課題
の設定等の推奨

4 朝の読書
毎年6月、1週間の朝読書を
実施

優
継続と数値化できない
か 継続

176 中津商業高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

7 「本の遺伝子」
図書部員の活動としての図
書館広報誌を発行し、全校
生徒に配布（月1、2回）

優 継続 継続

177 中津商業高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

8 「来ブラリー」 新着図書紹介（月1、2回） 優 継続 継続

178 中津商業高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

9 「先生のおすすめ本」
全職員より推薦図書を募
り、小冊子にして夏期休業
前に全校配布

優 継続 継続



担当課
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179 中津商業高校 72 学校図書館の蔵書の充実 2 図書選定及び購入

本校選書方針に基づき計画
的に購入（県費+PTA図書

費）　選定委員会は年3～4
回

優 継続 継続

180 中津商業高校 73
図書検索システムの公開等による利用の
拡充

1 図書管理システム
本校図書館内及び教室の生
徒利用用PCより検索

可 継続 継続

181 中津商業高校 74
各図書館・図書室が行うサービスの周知
により、生徒や教職員の図書館利用と活
用の強化

1 他図書館との連携

新入生オリエンテーション
にて、他校図書館・地域図
書館・県立図書館との連携
を紹介（本校検索システム
上のリンクより検索可）

優 継続 継続

182 中津商業高校 75 高校生への就労情報支援 1 進路コーナー
進路関係の本の充実に努
め、コーナーを設けて別置

優 継続 継続

183
中津川工業高
校

70
読書週間、読書月間や読書の時間、課題
の設定等の推奨

5 朝読書の実施
週1回、朝学習の時間に朝
読書を実施

優
継続と数値化できない
か 継続

184
中津川工業高
校

71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

10
図書委員による推薦図書の紹
介

図書委員が、月ごとに担当
を決め推薦図書を紹介

良
継続と数値化できない
か 継続

185
中津川工業高
校

71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

11 夏休み推薦図書の紹介

図書委員が、先生から夏休
みの推薦図書を紹介しても
らい、冊子にまとめて全校
生徒に配布

良
継続と数値化できない
か 継続

186
中津川工業高
校

71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

12 新着図書の紹介
新着図書紹介を随時図書館
だよりとして全校生徒に配
布

良 継続 継続

187
中津川工業高
校

72 学校図書館の蔵書の充実 3
図書選定委員会による図書の
選定・購入

教員・生徒の要望を聞きな
がら、工業高校として必要
な図書の選定と購入。選定
委員会は年1回

良 継続 継続

188
中津川工業高
校

73
図書検索システムの公開等による利用の
拡充

2
図書館内のパソコンによる検
索

教員・生徒は図書館内にお
けるパソコンを利用して自
由に図書を検索

良 継続 継続



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 進捗

189
中津川工業高
校

74
各図書館・図書室が行うサービスの周知
により、生徒や教職員の図書館利用と活
用の強化

2 古本市の開催

生徒・保護者に呼びかけ、
古本を集め、図書委員会が
文化祭において一般に広く
販売し、図書館利用を促進

良
継続と数値化できない
か 継続

190
中津川工業高
校

75 高校生への就労情報支援 2 就職支援の図書の紹介
職業研究や就職試験のため
の図書を紹介

不可 館との連携を 継続

191 阿木高校 71
校内読書会開催やブックリスト作成等、図書
委員会活動の充実

13 コーナーの設置
新刊コーナー、進路コー
ナー、沖縄コーナーの設置

良
継続と数値化できない
か 継続

192 阿木高校 74
各図書館・図書室が行うサービスの周知
により、生徒や教職員の図書館利用と活
用の強化

3 新刊案内
図書館だよりによる新刊案
内

良 継続 継続

193 中央図書館 1 乳幼児期からの読み聞かせの継続 4 訪問読み聞かせ

市内各幼稚園・保育園を訪
問し、読み聞かせを実施※
現在の21ヶ所を全幼保33ヶ

所、月1回に拡充。H26年
度から全てボランティアへ
移行

良
ボランテイア講師に全
て移行していく具体計
画を

継続

194 中央図書館 2
幼稚園・保育園、小学校・中学校、保護
者会、PTAと連携して、家読（うちど
く）の推進

1 児童書貸出しの拡大
いろいろな機会をとらえて
児童書貸出冊数を拡大

優 継続と結果の数値化継続

195 中央図書館 3 ブックスタート事業の拡充及び継続実施 1 ブックスタート
「3か月健診」時に絵本を
配布し、読み聞かせを実施

優 健康課との連携で継続 継続

196 中央図書館 4
地域ボランティアと連携した、地域の読
書会等、読書活動の充実

1 市民協働型図書館活動
読書サークルや図書館ボラ
ンティアと協働して読書普
及のイベントを実施

良 各地域での活動を 継続

197 中央図書館 5
5　市立図書館・公民館図書室で子どもの
本を紹介

1 キッズ図書館だよりの発行
毎月キッズ図書館だよりを
発行し、子ども向けの本を
紹介

優 配布方法の検討 継続



担当課
施策
番号 施策名

事業
番号 事業名 事業概要 評価 協議会意見 進捗

198 中央図書館 5
市立図書館・公民館図書室で子どもの本
を紹介

2
子ども専用本紹介コーナー設
置

館内子どもコーナーに子ど
も専用の本の紹介を設置

優 展示方法の記載 継続

199 中央図書館 5
市立図書館・公民館図書室で子どもの本
を紹介

3 広報活動の拡大
HPや子育て支援団体、読
み聞かせ団体への案内等
で、子ども向けの本を広報

良 利用の拡大と継続 継続

200 中央図書館 7
「子ども読書の日」等に親子で楽しむイ
ベントを開催

1 図書館企画イベントの開催
「図書館たんけん隊」「プ
ラ板工作」などの企画イベ
ントを開催

優 工夫と継続 継続

201 中央図書館 8
読み聞かせサークルの立ち上げと活動支
援

1
読み聞かせサポーター養成講
座の実施

読み聞かせボランティアの
養成講座を開催

良 継続と活動者の増員 継続

202 中央図書館 9
家庭教育学級や子育て支援拠点での読書
活動に関する研修の実施や本の貸出し

1 配本貸出しサービス
リクエストに応えて配本
サービスを実施　※H24年
度配本車１台追加

優 配本の継続 継続

203 中央図書館 10
保護者向けの絵本の読み聞かせ講座の実
施

1 読み聞かせ講座開催
保護者対象に、読み聞かせ
のコツ等の講座を開催

優 継続されたい 継続

204 中央図書館 11
保護者が読書の大切さを知るきっかけと
なる読書講演会等の実施

1 読書講演会の開催
読書の大切さや効果を知っ
てもらう講演会を開催

優 定例化が可能か 継続

205 中央図書館 12
読み聞かせ用の「大型絵本」「紙芝居」
の充実

1
「大型絵本」「紙芝居」の充
実

子ども向けの図書のうち特に
「大型絵本」「紙芝居」を充
実。※各地域図書室に30冊増

可 計画的購入を 継続

206 中央図書館 13
レファレンス・読書相談・学習相談への
対応の充実

2 職員のスキルアップ
職員がレファレンスへの対
応能力を高めるための専門
研修に参加

優
職場での実態の具体
例を 継続



担当課
施策
番号 施策名
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207 中央図書館 14
おはなし会や、手作り絵本講座等、各種イベ
ント・講座の実施

1 図書館企画イベントの充実
はがきコンクールなど、図
書館くらぶとの協働でイベ
ントを充実

優 継続されたい 継続

208 中央図書館 14
おはなし会や、手作り絵本講座等、各種イベ
ント・講座の実施

2 図書館企画イベントの充実

館内児童コーナーでの定期
的な読み聞かせ会や週末に
合わせたイベントの開催を
全域に拡大

良
各地域室での活動を計
画 継続

209 中央図書館 15
「子ども読書に日」「子どもの読書週
間」にあわせた取り組みの実施

1 子ども向けイベントの開催
子ども向け図書の展示や親
子で楽しむ図書館企画を実
施

良 各地域への波及を 継続

210 中央図書館 16
乳幼児の保護者に対する読み聞かせ等、
読書に関する周知と働きかけの機会を充
実《絵本で子育て事業》

1 読書の大切さの普及活動
乳幼児学級等に絵本を配本
し、読み聞かせの大切さを
実感できる機会を充実

優
全園にならない要因
は、内容検討が必要 継続

211 中央図書館 17
絵本の選び方や読書方法について学習の
機会を提供

1 講習会の開催
保護者や地域の人たち向け
に絵本の特徴や種類、選び
方などを学ぶ講習会を開催

優
多様な講習機会が必
要 継続

212 中央図書館 18 公民館への配本サービスの充実 1 予約貸出し数の拡大
各公民館図書室からも中央
館の図書が借りられること
を宣言し、貸出しを促進

不可 内容検討が必要 継続

213 中央図書館 18 公民館への配本サービスの充実 2 配本サービスの拡大

各公民館への配本サービス
の拡大　※Ｈ24年度配本車

1台追加
良

具体的目標数値が必
要 継続

214 中央図書館 18 公民館への配本サービスの充実 4 公民館返却ボックス設置
未設置の公民館図書室等に
返却ボックスを設置

良
未設置の問題検討が
必要 継続

215 中央図書館 20
中央館からの絵本、紙芝居等配本サービ
スを拡充

1 配本サービス
地域図書室や要望のある幼
稚園・保育園への配本拡大

優 配本数値で表現を 継続
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216 中央図書館 20
中央館からの絵本、紙芝居等配本サービ
スを拡充

2 幼稚園・保育園支援

ボランティアコーディネー
ターが、幼稚園・保育園か
らの要望に応え、ボラン
ティアを派遣

良 支援の内容と箇所数は 継続

217 中央図書館 21
調べ学習・学校教職員向け貸出しへの協
力等、学校教育への支援

2 学校への貸出
学校からのリクエストに応
えるとともに、カリキュラ
ムに沿った図書資料の提供

優 実数と件数の数値を 継続

218 中央図書館 22
学校図書館の充実にため、ボランティア
の育成や紹介、派遣等の支援

1 学校支援
ボランティアコーディネー
ターが、学校からの要望に
応え、ボランティアを派遣

可
司書連携会議の効果
は 継続

219 中央図書館 23
学校図書館と市立図書館との連携のた
め、職員・司書の交流研修を実施

1 職員交流会の実施
月1回、司書の合同研修会
を開催

可
為にするのでなく研究
を 継続

220 中央図書館 24
子どもの本や関連する情報を、ホーム
ページや図書館だよりで発信

1 子ども用図書の紹介と普及
子ども用図書の紹介を毎月
市内全域にホームページや
図書館だよりで発信

優 継続が力 継続

221
中央図書館
→文化振興課

26
地域で伝承されている祭礼・年中行事等
多様な文化の情報収集と提供

2 郷土資料収集・活用 郷土資料の収集と活用 不可
公民館を含めて活用検
討 継続

222 中央図書館 27

郷土にゆかりのある作家を知る機会の提
供や、関連イベントの開催《読書講演
会、郷土の作家によるワークショップ
等》

1 郷土ゆかりイベントの開催
郷土の作家の紹介やワーク
ショップなどを開催

優 定例的な計画を 継続

223 中央図書館 28
長年読み継がれている本等、寄贈を含め
た図書の充実

1 蔵書の充実
リサイクルなどを活用し
て、子ども用蔵書を充実

優 継続とPR 継続

224 中央図書館 29 団体貸出し、配本サービスの利用 2 配本サービス拡充
配本サービスの巡回箇所を
増やし利用を拡充

良 他施設へのPR 継続

225 中央図書館 31
地域の読み聞かせサークルへ活動の場を
紹介・提供

2 各地域ボランティアとの連携

ボランティアコーディネー
ターによる各地域のボラン
ティアとの連携を図り、活動
を支援

良 課題の把握と支援 継続
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226 中央図書館 32 読書に関するイベントの情報提供・周知 2 図書館の広報活動
広報やＨＰ、印刷物を活用
して広報活動を推進

優 継続すること 継続

227 中央図書館 33
保護者に子どもの読書の大切さについて
周知する機会の充実

2 読書普及イベントの開催
読書の大切さや楽しさを伝
える図書館見学会など、図
書館の親子イベントを開催

優 館イベントとして計画 継続

228 中央図書館 34
発達支援センター、市立図書館・公民館
図書室での、障がいのある子どもに配慮
した本や保護者向けの本等、図書の充実

2 障がいのある子どもへの配慮
点字図書や立体図書などの
蔵書を充実

可
障害担当部局との連携
会議を

継続

229 中央図書館 37
発達支援センターへの団体貸出し、配本
サービスの利用推進

1 配本サービスの拡大
各種団体、施設へ本の貸出
しができることを伝える説
明会を開催

不可
障害担当部局との連携
会議を

継続

230 中央図書館 39
全ての子どもが楽しめるイベントの開
催・支援

1 図書館イベントの開催
障がいのある子どもに配慮し
た誰でもが気軽に楽しく参加
できるイベントの企画、開催

可
障害担当部局との連携
会議を

継続

231 中央図書館 43
市立図書館・公民館図書室での、外国語
の図書の充実

1 蔵書の充実
子ども用多種言語の蔵書を
充実

不可 担当職員の育成 継続

232 中央図書館 44
外国語を母語とする子どもが図書館を有
効に使うことができるよう配慮できる職
員の育成

1 職員のスキルアップ
多種言語の利用者への対応
ができるように職員研修を
実施

不可 担当職員の育成 継続

233 中央図書館 46
全ての子どもが楽しめるイベントの開
催・支援

1 図書館イベントの開催

外国語を母語とする子ども
たちが工作や絵本作りな
ど、図書資料を使って楽し
めるイベントを実施

可
外国人向け事業の計
画 継続

234 中央図書館 47
外国語を母語とする子どもが、本にふれ
あえる図書の展示・掲示の実施

1 外国語コーナーの設置
いろいろな国の言語で書か
れた本をそろえたコーナー
を設置

可
外国人向け事業の計
画 継続

235 中央図書館 50
保護者等参加の読み聞かせ会の実施を支
援

2
教育委員会　図書館からの人
的支援

要望に応じて中央図書館が
読み聞かせ会や講演会を実
施

良
全園にならない要因
は、内容検討が必要 継続
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236 中央図書館 58 一斉読書活動の拡充 4 資料の提供
一斉読書や調べ学習に利用
する不足図書・資料の提供

良 図書目録の作成配布 継続

237 中央図書館 60 読書週間を推進する取り組みの実施 2 普及活動の実施
ポスターやチラシなどで読
書週間を周知する普及活動
の推進

優 より充実を 継続

238 中央図書館 66
市立図書館・公民館図書室との連携によ
る学校図書館ボランティア研修の実施

1 ボランティア研修
地域住民による学校図書館
を支えるボランティア学習
会の開催

優 実情把握が先決 司書の連携・継続

239 中央図書館 75 高校生への就労情報支援 3 進路関係コーナーの設置
ヤングアダルトとともに進
路に関係した図書を充実さ
せ提供

可 そのための研究の深度を継続

240 中央図書館 78 各種イベントでの読み聞かせの実施 5 読み聞かせ会の実施
ボランティアコーディネー
ターが調整し、各種イベン
トにボランティアを派遣

良 多様な知識技術を 継続

241 中央図書館 80
技術向上のための講座・研修の実施《読
み聞かせサポーター養成講座等》

2
図書館サポーター養成講座の
開催

図書館ボランティアの知
識、技術の向上を図るため
の講座を実施

優
繰返し事業なのか卒業
方式なのか 継続

242 中央図書館 81 団体・サークルへの情報提供、情報共有 1 図書館連携
団体・サークルに対して必
要な情報資料の迅速な情報

可
情報の種類やスピードな
ど課題検討 継続

243 中央図書館 82 団体・サークルとの事業提携を推進 1 図書館連携
団体貸出の利用の仕方等を
伝え宣伝し、利用を拡大

不可 拡充の方法検討 継続

244 中央図書館 84 「中津川えほんジャンボリー」への支援 1
図書館イベント「えほんジャ
ンボリー」の全市展開

「えほんジャンボリー」を
全市的な取り組みとして支
援、展開

優
イベントとして積み重ねの
効果は何か。　地域で定
例化できるのか課題では

継続

245 中央図書館 88
書店や企業、関係団体との情報交換と連
携を推進

1 図書館連携

地元の書店や企業、関係団
体と連携し、図書館利用者
への特典を付加するような
サービスを促進

可 徐々に広げ内容も研究 継続
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246 中央図書館 89
企業・関係団体等が実施する読書に関す
るイベントの支援

2 読み聞かせ支援活動
読み聞かせ活動を行う書店
と連携して、本の良さを子
どもたちに普及

可 徐々に広げ内容も研究 継続

247 中央図書館 98 読書環境の整備と充実 1 読書環境の充実
子どもコーナーの使いやす
い空間づくりと魅力的な図
書の配架を行い利用を促進

可 計画的に 継続

248 中央図書館 98 読書環境の整備と充実 2 中央図書館図書・資料整備
図書の購入、リサイクル本
などを活用し、必要な図書
を整備

良 毎年度努力 継続

249 中央図書館 98 読書環境の整備と充実 3
地域図書館・公民館図書室図
書・資料整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの図書・
資料を充実

良 毎年度努力 継続

250 中央図書館 98 読書環境の整備と充実 4
地域図書館・公民館図書室備
品整備

済美図書館、公民館図書
室、図書コーナーの書架等
備品を充実

良 計画的に 継続

251 中央図書館 103 読書環境の整備と充実 1
障がいのある子どもの読書活動
支援と整備

車椅子や通路の幅、トイレな
どの環境整備、点字図書や録
音図書の充実を図り利用を促
進

可 予算計画で実現を 継続

252 中央図書館 104 読書環境の整備と充実 1
外国語を母語とする子どもた
ちへの読書環境整備と充実

外国語を母語とする子ども
たちへの母語の図書をペー
パーバック（軽装本）や絵
本等で充実

可
外国人向け事業の計
画 継続

253
中津川市郷土
かるた普及協
議会

89
企業・関係団体等が実施する読書に関す
るイベントの支援

3 中津川市郷土かるた普及

中津川市を学び、郷土を
愛する心を育むため、
「郷土かるた」を小学生
に普及する。毎年競技大
会を開催

評価
不能

実施希望 担当課変更

　　※　終了項目　…　５件


