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県名 市町村名 図書館名 事業名1 事業概要1 事業名2 事業概要2

1 滋賀 滋賀県立図書館
次世代のための成
長産業支援事業

2 滋賀 近江八幡市 近江八幡図書館 ブックスタート事業

4ヶ月検診の際に赤ちゃんへの声掛けの大切さを
伝え、赤ちゃん絵本の読みきかせを行い、3冊の
中から1冊を選んでもらいファーストブックとして、
バックとともに手渡す。

近江八幡文学講座
市民が郷土の歴史や文化について学ぶことによ
り、郷土愛を育んでもらうことを目的に講座を行う。

3 滋賀 甲賀市 甲賀市甲賀図書交流館 図書館まつり
ぬいぐるみのおとまり会、ビブリオバトル、ブックリ
サイクル、一日図書館員など

雑誌スポンサー制
度

4 滋賀 湖南市 湖南市立図書館
防災展－湖南市の
取り組み

10月9日の湖南市防災の日に併せて、地震・台風
などに対する湖南市の取り組み、防災グッズや
ローンなどを展示。

東海道五十三次浮
世絵複製画展

東海道五十三次のうち51番目の宿場として栄えた
石部宿ゆかりの浮世画複製画を展示。また、市内
で11月に開催される「東海道ウォークみちくさコン
パス」に併せて、東海道にまつわるものも展示。

5 滋賀 高島市 高島市立図書館 健康促進事業

大腸がん検診などの受診率向上を目的とし、市の
健康推進課と連携し、関係資料の収集・提供を行
うとともに、検体提出用封筒を設置・配布し、市民
の検診受診の利便性を図る。

議会中継事業
市議会をリアルタイムで中継することにより、市民
の市議会への関心を高め、地方自治への参加を
促す。

6 滋賀 東近江市 東近江市立図書館 小冊子『そこら』発行
地域の魅力を発信する小冊子『そこら』を、市役所
の職員らとともに年1回のペースで発行。現在4号
の編集中。

『図書館発！地域を
知る・地域を味わう』
企画事業

近江弁講座、琵琶湖の漁師さんのお話しなど、一
般・親子対象の連続講座。

7 滋賀 彦根市 彦根市立図書館
舟橋聖一記念文庫
の運営・顕彰文学奨
励賞の募集

彦根観光に寄与した小説『花の生涯』の作家・舟
橋聖一（名誉市民第1号）を顕彰し文学に親しむた
め、小中高校生に作文などを募集し表彰してい
る。青年文学賞、文学賞（プロ作家対象）も実施。

ブックスタート事業

8 滋賀 米原市 米原市立図書館
まちづくり本コー
ナーの設置

まちづくりに役立つ本のコーナーを設置し、まちづ
くり本を紹介する通信を発行。

図書館講座
図書館等で学んだ成果を発表する学び合いの市
民講座である「図書館講座」の開催

県内製造業に働く技術者や理工系学生が製品開発や研究のために必要とする技術・工学分野の図書を整備し、こうした図
書・情報を着実に提供できる仕組みを通じて、新たな成長産業の創造を支援する。
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9 滋賀 愛荘町 愛荘町立愛知川図書館
自治体広報の収集・
掲示

まちのこしカード

10 滋賀 甲良町 甲良町立図書館 図書館まつり

11 滋賀 栗東町 栗東町立図書館
本と子どもの架け橋
事業

ボランティア団体と連携して、子どもたちに本、紙
芝居などの読み聞かせや工作体験を図書館や小
学校で行います。

シニアいきいきライ
ブラリー事業

利用者の視点から、開かれ親しまれる楽しい図書
館づくりをめざし、図書館ボランティアを募集しま
す。ボランティア活動を通じて図書館を応援し、楽
しむ人が集まる場作りと、市民主導による新しい時
代に応じた図書館活動により、豊かな地域文化の
創造を図ります。

12 京都 京都府立図書館
「知的な交流の
場」の創設

13 京都 木津川市 木津川市立中央図書館
朗読ボランティア
養成講座

14 京都 京田辺市 京田辺市立中央図書館 図書館文化講座

15 京都 南丹市 南丹市立中央図書館 講座開設事業

16 京都 宮津市 宮津市立図書館
テーマ別図書の展
示

17 京都 精華町 精華町立図書館
子どもの読書環境
づくりのための取
り組み

毎年、朗読ボランティア養成講座を実施。１１０分×５回の連続講座。受講者がボランティア活動を始めること
により、子育て支援のまちづくりや地域活性化・地域振興に役立つ事を目的としている。

市内の名所・旧跡等観光地を知り様々な郷土資料から歴史を学ぶ。講師に京田辺市観光ボランティアの方を迎
え、開催予定。

①著者を招き児童、生徒、市民が直接交流することにより、読書意欲の向上を図るとともに、図書を通じての生
涯学習を行う。
②地域の子供たちを対象におはなし会や工作会を定期的に行い、図書館が身近な楽しい場所から子供たちの学び
の場へとつなげる。

宮津市が取り組んでいる事業に関連した資料を展示（オリーブに関する資料等）

読書週間中に実施。絵本作家によるワークショップ、工作教室、ボランティアグループによる読み聞かせ、図書館スタンプラ
リー、縁日コーナーなどを実施。

NPOや自己学習グループなどのコミュニティ、各大学のゼミ等、他の機関や団体との連携による交流を推進し、未
来志向で議論し発表する場といて展開。

保健センターでの９～１０ヶ月児検診での読み聞かせ・利用案内、「おはなし会」や「おひざでだっこ　ちい
ちゃいちいちゃいおはなし会」、「赤ちゃんタイム」などの実施、春の子ども読書週間に合わせた講座やおはな
し会、「親子手作り教室」等の行事、各種冊子の発行などを実施。
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18 大阪 大阪府立中央図書館
ものづくり企業が
集う大人の読書会

参加者からの本の紹介・ディスカッション等
企画展示「メイ
ド・イン・ジャパ
ン」

ものづくりの魅力や製品へのこだわり等につ
いての講演と資料展示

大阪 大阪府立中之島図書館
ビジネス関連セミ
ナー・講座・連携
事業等

ビジネス・資格・情報活用等に関するセミ
ナーなどを開催し、経営、起業・創業、企画
立案・営業、キャリアアップ、就職・転職な
どのビジネスに役立つ情報を提供している。

経営・起業相談会
大阪中小企業診断士会と共催し、経営・起業
に関する相談会を行っている。第１水曜日と
第３土曜日に開催。

19 大阪 池田市 池田市立図書館 団体貸出
地域コミュニティ推進協議会へ団体貸切を実
施

プラザミニ奇席
「落語のまち池田」にちなみ、市立「落語
みゅーじあむ」の協力によるミニ寄席を年２
回開催

20 大阪 和泉市 和泉市立和泉図書館 雑誌オーナー制度

21 大阪 大阪狭山市 大阪狭山市立図書館

中川なをみさん講
演会　狭山池構造
１４００年記念
『水底の棺』製作
秘話

狭山池を題材にした『水底の棺』の著者、中
川なをみ氏による講演会。

大阪狭山市産業ま
つり

大阪狭山市産業まつり実行委員会が主催する
イベントへ、リサイクルブックフェアでの参
加を行った。

22 大阪 貝塚市 貝塚市民図書館
就業支援コーナー
の設置

23 大阪 柏原市 柏原市立柏原図書館
としょかんマル
シェ　おはなしの
もり

24 大阪 交野市 交野市倉治図書館
まちの図書館化事
業

25 大阪 岸和田市 岸和田市立図書館
子供向け郷土資料
の作成

26 大阪 吹田市 吹田市立中央図書館
広告事業、ビジネ
スおよび就労支援
サービス

購入代金を負担していただいた雑誌を、図書館で蔵書いたします。購入代金を負担していただく代わりに最新号
カバーに「オーナー団体・企業のお名前」と「広告１枚」をはりつけることができる制度です。

労働に関する図書の近くに、地元企業の求人情報や、就職支援時関連のパンフレットなどを設置したコーナーを
設けている。

子育て支援と地域の活性化を図るために、親子が屋外で楽しめるイベントを開催する。子どもたちや保護者に絵
本の世界を親しんでらい、読書の楽しみ方を知ってもらうことと絵本や児童書の内容をテーマとした物品を販売
する地元からの出店者を募り、にぎわいを創造し、地域に根差した図書館をめざすものです。

市内の施設や商店等に書架を設置し、図書館のリサイタル本を置き、広く市民の活用してもらう。

OBや市民との協働による子ども向け郷土資料の作成。平成26年度は、「岸和田城」　平成27年度「岸和田の昔
話」を作成。私立小中学校へ配布。

広告事業、ビジネスおよびホームページに市内業者優先で広告を掲載するビジネスに役立つ本を集めたコーナー
を設ける。吹田市の就労支援センター「JOBナビすいた」と連携しポスターパンフレットの配置を行う。就職や資
格取得の役立つ資料を収集する。



自治体総合施策における地域振興を目的とした図書館事業 4/6 （近畿地区）

県名 市町村名 図書館名 事業名1 事業概要1 事業名2 事業概要2

27 大阪 高槻市 高槻市立中央図書館 地域資料サービス

28 大阪 豊中市　 豊中市立岡町図書館
「北摂アーカイブ
ス」

市民ボランティア「地域フォトエディター」
が地域の記録(写真）を収集、デジタル化し
キャプションをつけてweb上で公開している。
「地域情報アーカイブ化事業実行委員会」事
務局でもある図書館がプラットフォームを提
供し、市民が地域の歴史に興味を深める機会
としている。

「しょうないREK」

協働事業市民提案制度により、豊中市立庄内
図書館で、リサイクル本販売で得た資金を活
かして地域活性化に取り組む協働事業として
平成１６年度に開始した事業。

29 大阪 富田林市 富田林市立中央図書館
雑誌スポンサー制
度

地域の企業等に雑誌購入費を負担いただき、
広告掲載による地域振興と図書館の雑誌充実
を図る。

本市寺内町で店舗
を構えている方達
のパネルディス
カッション開催

地域で活躍している女性達の体験談を語って
いたでき女性の活躍と地域の活性化を応援す
る。

30 大阪 阪南市 阪南市立図書館
商工会主催「得す
るまちの阪南ゼミ
ナール」

31 大阪 枚方市 枚方市立中央図書館
子ども読書活動推
進事業

乳幼児から学齢期(中学生・高校生も含む)の
子どもたちの読書環境の整備を進め、読書の
促進に努める。

学校図書館支援事
業

小中学校の学校図書館に対して、読書環境の
整備、読書活動への支援、調べ学習等の授業
支援に取り組む。

32 大阪 八尾市 八尾図書館
地域政策における
「あなたのまちの
健康相談」

保健推進課主催の「あなたのまち健康相談」
について、出張所管轄地域は各出張所で実施
しているが、本庁管轄地域での実施場所に苦
慮していたため、八尾図書館を実施場所とし
て提供・協力することにより、相互の利用拡
大・健康関連図書コーナー等による情報提供
に図書館サービスの提供を行っている。

「つどい広場」へ
の司書派遣

「つどいの広場」は、おおむね３歳までの乳
幼児とその保護者が気軽につどい、交流や情
報交換ができる場所として中学校区に設置さ
れました。そこに司書派遣を行い、読み聞か
せや乳児へのおすすめ本の紹介などを行い、
子育て支援事業への協力を行っている。

33 大阪 熊取町 熊取町立熊取図書館
子育て世代に希望
を与えるまちづく
り

町ゼミのテーマに合わせたブックリストの作成・提供

「熊取町第３次子ども読書活動推進計画」に基づき子どもの読書環境の整備を実施する中、多くの事業を実施し
ています。主なものではブックスタート及び子育て支援事業、保有所・認定こども園・幼稚園への支援、学校へ
の支援、子どもと本をつなぐ活動への支援があります。

地域に関する資料を収集・整理・保存・提供することにより、利用者の多様な資料・情報ニーズに応える。ま
た、市民が郷土について学ぶことができる講座を行う。また、図書館ホームページ上に、「TAKAKATSUKIぶらり街
あるき」を公開。高槻の魅力を見える化している。
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34 大阪 島本町 島本町立図書館

図書館サービス向
上と資料の充実、
ボランティアなど
と連携したイベン
トの開催

35 兵庫 相生市 相生市立図書館
第3次相生子ども読
書活動推進計画

36 兵庫 芦屋市 芦屋市立図書館
図書館運営事業
（収集整理利用）

37 兵庫 伊丹市 伊丹市立図書館 ことば蔵交流事業

38 兵庫 加西市 加西市立図書館
ちょっとおもっそ
い播州弁検定

39 兵庫 川西市 川西市立中央図書館
まちづくり情報
コーナー

40 兵庫 宍粟市 宍粟市立図書館
心豊かにいきいき
と学べるまちづく
り事業

図書館以外の町施設に図書等の返却コーナーを設置、おはなし会・図書館まつり・コンサートなどの開催

生涯現役社会を見据え、子どもから高齢者まで、いつでもどこでも学べ、生涯にわたり自らを高めることのでき
るまちを目指します。また、生涯学習の場の整備や、講座の充実など、学習意欲や多様な価値観、ライフステー
ジに応じた学習体制の充実に努めるとともに、学んだ成果が活かされる社会の実現を目指します。

市民ボランティアと連携した事業の実施

「公園のような図書館」を基本コンセプトとし、交流スペースや展示施設も充実している。交流フロア運営会議
を中心に、市民の力を最大限に取り入れた事業を実施。
交流事業例（一部）：
①ミュージック蔵部
毎月第1木曜日の図書整理日（図書コーナー利用不可）に、普段音が出せない図書館で、音遊びをテーマにした事
業を次の通り開催している。ダンス、リトミック、中高生による軽音楽、邦楽演奏など。
②カエボン部活動
月1回、「カエボン」の部活動を実施。テーマに応じた本を1冊お持ちいただき、参加者みんなで本の内容などを
お話するだけといった気軽なもの。公民館とも連携。
③コトバーシティ英語読解講座
コトバーシティとは「ことば＋ユニバーシティ（大学）」を掛け合わせた造語。「英語楽習」をコンセプトと
し、日本の名作の英語版などをテキストにしたユニークな講座。全12回。
④いたみ文芸ことそうし
自作の文章（短編小説、詩、童話など）を持ち寄って、参加者みんなで読みあい、感想や意見を交わして、より
よいものへと仕上げていきます

播州弁の検定

地域情報、市政情報、里山情報など地域に関わるチラシ、ポスター、資料などを掲示・展示している。

読書講演会・人形劇・工作教室等
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41 兵庫 高砂市 高砂市立図書館
高砂市立図書館名
誉館長（歴史文化
推進員）事業

42 兵庫 西宮市 西宮市立図書館
課題解決支援サー
ビス

43 兵庫 姫路市 姫路市立図書館 相互利用事業
播磨地域の図書館（８市８町）と相互利用を
行い，圏域住民の利便性向上を図る。

郷土資料デジタル
アーカイブ事業

播磨地域の図書館と協力し，郷土資料をイン
ターネット上で閲覧可能なシステムを構築す
る。

44 兵庫 三田市 三田市立図書館 郷土史講座
三田が生んだ近代日本の先駆者達の業績や思
想などを学ぶ。また、三田藩の藩主、家臣、
その子孫達の活躍や活動を学ぶ講座

郷土史井戸端会議
地域紙研究者たちの話題提供を基にした歴史
談義で知的な憩いの時を過ごす

45 兵庫 上郡 上郡町立図書館

東備西播定住自立
圏連携事業・播磨
圏域連携中枢都市
圏連携事業・播磨
科学公園都市圏域
定住自立圏連携事
業

46 兵庫 佐用町 佐用町立図書館
福祉施設訪問貸出
事業

毎月第3木曜日に、町内の高齢者及び障害者福
祉施設（8施設）を訪問し、図書の貸出を行
う。

学校訪問並びに図
書貸出事業

主に小学校を訪問しストーリーてリングや
ブックトークを実施し、その後図書を貸出
す。また、全小学校へ学期に１回巡回図書を
行う。

47 兵庫 新温泉町
新温泉町立
加藤文太郎記念図書館

生涯学習の推進に
おける移動図書館
車巡回事業

48 兵庫 多可町 多可町図書館 図書館まつり

49 兵庫 播磨町 播磨町立図書館
夏休みおもしろ教
室

町内の遠隔地６０ステーションを移動図書館車で定期的に巡回している。

各種講演会や講座等を通して本と人、人と人、との交流を図る

実験や工作を通して環境について興味を持ち、播磨町にある企業や施設が講師を務め、播磨町の教育・環境・子
育て支援のまちづくりに図書館・自治体・企業等が連携して取り組んでいる。

圏域内図書館の相互利用など

高砂市立図書館名誉館長中元孝迪氏の連続講座を中心に、ふるさと高砂の伝統文化を継承し、未来にと伝えるた
め、播磨及び高砂の歴史、文化、ゆかりの人物、産業、観光などに関する情報を収集し、図書館を拠点として歴
史、文化の情報発信を行う。

拠点館の立地を考慮した市民生活に必要な情報提供や，図書館で利用できる商用データベースの周知に努め利用
を促進する。
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50 奈良 奈良県立図書情報館
佐保川周辺のにぎ
わい創出事業

51 奈良 生駒市 生駒市図書館
図書館とまちづく
りワークショップ

平成28年10月8日、22日、11月5日開催。「人
と本、人と人をつなぐ図書館」をテーマに、
公募市民23人（22歳～75歳）が3グループに分
かれてこれからの生駒市図書館について話し
合い、まとめたアイデアーを発表した。コー
ディネーターは、慶應義塾大学糸賀雅児教
授。

図書館とまちづく
り講演会

「図書館とまちづくり」開催の一環として開
催。「まちづくりと図書館～つながる市民、
つながる図書館」を演題に、講師は慶應大学
糸賀雅児教授。生駒市長からの図書館の取り
組み報告や、ボランティアからの活動報告も
併せて行う。

52 奈良 宇陀市 宇陀市立中央図書館
菟田野（うたの）
NPOカエデの郷ひら
ら貴重図書資料

53 奈良 大和郡山市 大和郡山市立図書館
地元プロチームの
案内

54 奈良 大和高田市 大和高田市立図書館 リレー講座

55 奈良 斑鳩町 斑鳩町立図書館
ブックスタートの
実施

親子のふれあいの機会を作るため、赤ちゃん
と保護者に絵本を手渡すブックスタート事業
を行う。

聖徳太子資料室の
充実

斑鳩・聖徳太子に関する地域資料を収集、整
理し、利用に供し、関心を持つ方へ資料室の
情報を提供するとともに、地域資料に関する
調査・相談業務を行う。また資料への周知を
深めるための講座を開催する。

56 奈良 河合町 河合町立図書館
子育て支援図書充
実事業

57 和歌山 田辺市 田辺市立図書館

「学習環境の充
実」主な事業「田
辺市文化交流セン
ターの運営」

58 和歌山 岩出市 岩出市立岩出図書館 図書館事業の充実

59 和歌山 和歌山市 和歌山市民図書館
まちなか再生計画
推進事業

１階に市立図書館、２階に歴史民俗資料館が入っている田辺市文化センター（愛称「たまべる」）への来館者を
増やし、市街地の活性化を図っていく。

各種イベントの実施、学校図書館の司書派遣等。

和歌山市駅を含めたまちなかについて、公共施設の再編や新たな都市機能の立地により利便性を高めるととも
に、市街地開発等によるまちなか居住を促進し、まちなかの再生を目指す。

佐保川を生かしたまちづくりを考える中で、図書情報館周辺の文化の導線を確立する。

世界のかえで1200種類が植えられており、それに関する貴重資料を禁帯出で登録しており、カエデスタンプラ
リーやカエデの着物の展示を図書館でもすることによって地域振興に役立っている

子育て家族に優しい町づくり

奈良プロバスケットボール「バンビシャス奈良」の案内・宣伝・サポート展示

大和高田市内にある寺社仏閣の代表によるリレー講座（3回）また、地域企業者によるリレー講座（連続5回）
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60 和歌山 有田川町 有田川町立金屋図書館
有田川町絵本コン
クール

有名絵本作家、出版関係者を審査員として絵
本コンクールを年に１度開催。プロアマ問わ
ず作品応募可能。「絵本のまち、有田川町」
のPR、また絵本作家の新人育成につなげる。

えほんマルシェ

「絵本のまち、絵本が日常になる１日。」を
コンセプトに数々の絵本作家や個性的なお店
を招き、イベントを通じて交流や家族サービ
スの場づくりを行うことにより「絵本のま
ち」を町内外にアピールする。


