
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 6/6 （九州地区）

まちづくり

ひとづくり しごとづくり

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 福岡 福岡県立図書館
子育て女性の出張
就業相談

毎月第３木曜日、子育て女性就職支援セン
ター（福岡）の女性就業アドバイザーが子育
て中の女性のために就業相談会を行ってい
る。具体的な就職先の相談だけでなく、「そ
ろそろ働きたいけれど、何から始めればよい
かわからない」といった相談も受け付けてい
ます。

70歳現役セミナー
「定年からはじめ
るボランティア」

「ボランティアをやってみたい」「興味はあ
るけど、いまいちよくわからない」「何か
やってみたいけど、気になる活動が見つから
ない」という方におススメのセミナー。福岡
で活動中のＮＰＯ・ボランティア団体の方が
活動を紹介している。

2 福岡 朝倉市 朝倉市図書館
子ども読書活動推
進事業

3 福岡 糸島市 糸島市立図書館
ブックスタート事
業

4 福岡 うきは市 うきは市立図書館
ミュージカル五庄
屋物語上映会

うきは市に縁のある五庄屋についての上映会
を行い、市民にうきは市について学んでもら
う

農業に関する特集
コーナーの設置及
び学習会の実施

うきは市では農業従事者が多いため、市民へ
の課題解決サービスの一環として取り組んで
いる。

5 福岡 大川市 大川市立図書館
読書タイムプレゼ
ント

6 福岡 大牟田市 大牟田市立図書館 各種おはなし会

赤ちゃん、乳幼児、幼児、児童を対象とした
おはなし会を毎週開催し、子どもの成長段階
に応じ、本と触れ合う機会を提供するととも
に、本を介した親子のコミュニケーションの
取り方などを伝えている。また、参加者同士
のコミュニケーションの場ともなっている。

ブックリサイクル

図書館で不要となった図書・雑誌を市民、学
校及び各種施設に無料提供することで、市民
の財産である図書館資料を無駄にすることな
く、市民の生涯学習の一助としている。

子育て支援

子育て支援に係る事業

「子どもの読書活動推進計画」に基づき、できるだけ早い時期から読書環境を整えるため母子手帳交付時から啓
発活動を行っています。4か月児へのブックスタート事業、1歳半児へのブックスタートフォローアップ事業、移
動図書館による保育所（園）・幼稚園児への貸出し、図書館でのおなし会等を行っています。
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7 福岡 小郡市 小郡市立図書館 図書館海援隊
求人情報コーナー設置。就活、転職、佐就職
に関する資料の充実、ハローワーク等との連
携

「子ども読書のま
ちづくり」推進事
業

「小郡市子ども読書活動推進計画」に示した
読書環境整備を推進するとともに、子どもの
成長と合わせた本との出会いを支援する取り
組みを進めている。読書意欲をより向上させ
ることを目的に子どもたちに読書の魅力を伝
えていき学校・地域・家庭が一体となって子
どもたちの読書活動を支える事業である。

8 福岡 春日市 春日市民図書館 夜の図書館

9 福岡 古賀市 古賀市立図書館
雑誌スポンサー制
度

地域の企業、商店、組織、団体を募集対象。
購入費用の負担をしていただき、最新号のカ
バートラックに広告を掲載。

ガン相談支援セン
ターとの連携事業

がんに関する図書の紹介や小冊子のファイル
を置いた情報提供コーナーを設置

10 福岡 田川市 田川市立図書館
医療情報支援セミ
ナー

11 福岡 筑後市 筑後市立図書館 宅配サービス

図書館を、もっと便利に、もっと身近に～宅
配サービス～　図書館に来館できない身体障
がい者、在宅高齢者、子育て中の保護者など
に対して、図書館資料を自宅まで配達する
サービスを行うことにより、すべての市民に
公平な図書館サービスの定きぃおうを図るこ
とを目的とする

雑誌スポンサー制
度

雑誌スポンサーになって、あなたの企業をPR
図書館の雑誌カバーを広告媒体として活用す
ることで、スポンサー事業所にとってイメー
ジ戦略としてPRできると同時に、図書館とし
ても雑誌コーナーの充実が図られ、利用者の
ニーズに応えるが出来る。

12 福岡 筑紫野市 筑紫野市立図書館
子ども読書推進活
動事業

13 福岡 中間市 中間市民図書館
世界遺産パネル
展、講演会

中間市にある遠賀川水源地ポンプ室が世界遺
産に登録されたのを機に、関連施設のパネル
展と世界遺産に登録されるまでの経緯と今後
の取組を解説する講演会を行う。

郷土の作家の講演
会

中間市在住の作家から著書に関する話や作品
制作の過程などを聞き、市民の読書活動普及
を推進する。

開館２０周年を祝い、市民と図書館が協力し、実行委員会形式で実施した。春日市民祭り振興会の協力で市内の
小学生が作った行灯を館内にともし、音楽や語り、ビブリオバルトなどを楽しんだ。図書館サポーターとして中
学生から７０代まで年代を超えた市民が参加、行灯の設置などを行った。

①医療・健康・がんなどのテーマで講演
②関連図書の特集コーナーの設置

子どもや読書に関する機関・団体が連携して子どもと本をつないでゆくことで、放課後児童クラブ及び放課後子
ども教室の内容充実を図る。
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14 福岡 福津市 福津市立図書館 ブックスタート

15 福岡 宮若市 宮若市立図書館

つむぎ祭　図書館
イベント（同時開
催　リコリス子ど
もまつり）

16 福岡 宗像市 宗像市民図書館
雑誌スポンサー制
度

17 福岡 八女市 八女市立図書館
ブックスタート事
業

18 福岡 芦屋町 芦屋町図書館
子どもあしや学、
蘆屋学

19 福岡 宇美町 宇美町立図書館 地域文庫開設支援

小学校区のコミュニティ運営協議会や自治公
民館、老人センター、町立保育園での文庫活
動を支援するため定期的に図書を選書し配本
する。また、文庫活動の援助や出前おはなし
会の開催なども実施する。

読書ボランティア
育成講座及びボラ
ンティア団体連絡
会議

地域や学校で活動する読書ボランティアの養
成講座（初級。中級編）を開催するとともに
町内の読書ボランティアの情報交換や協働し
た取組を促進するために連絡会議を開催す
る。

20 福岡 遠賀町 遠賀町立図書館 ブックスタート
健康こども課実施の9か月検診で読書ボラン
ティアと図書館員が実演を資ながら絵本を2冊
渡す。

福祉健康まつり、
おんがこどもまつ
りへの参加

21 福岡 苅田町 苅田町立図書館
雑誌スポンサー制
度

４か月健診時にブックスタートの説明と読み聞かせと絵本の配布

スポンサー付雑誌の最新号のカバーにスポンサーの名称と広告を表示。

郷土の資料を中心にしたコーナーづくりで子どもたちが生活している芦屋長の文化財マップを作成し、図書館に
掲示して、自分の街を見直すきっかけづくりにしている。

雑誌の購入代金を負担していただき、最新号のカバーにスポンサー名と広告を掲載する。

4か月健診時にブックスタートの説明、絵本の読み聞かせ、絵本をプレゼントしている。
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22 福岡 篠栗町 篠栗町立図書館
ブックスタート事
業

23 福岡 須恵町 須恵町立図書館 としょかんまつり

24 福岡 添田町 添田町立図書館 家庭読書推進事業

25 福岡 大刀洗町 大刀洗町立図書館
大刀洗ドリームま
つり・図書館まつ
り

町主催「ドリームまつり」の中で「図書館ま
つり」を２日間開催。「たちあらいまち」と
縁ある作家の記念講演・講演記念展示・古本
市・探偵クイズ・おはなし会を開催。

ブックスタート事
業

こども課・健康福祉課と連携、４～５ヶ月児
の検診時に、ボランティアの読み聞かせと絵
本を介した親子のふれあいの大切さを説明
し、ブックスタートセットを提供。

26 福岡 築前町 築前町コスモス図書館
どーんとかがし祭
りお話会

27 福岡 那珂川町 那珂川町立図書館 夏まつり
ボランティアスタッフを募り,事業をいっしょ
に計画・準備し行っていく。

月城さんに学ぶ
（書道展）

郷土人、松口月城氏の漢詩を題材にした書道
展を開催。

28 福岡 水巻町 水巻町図書館
子ども読書活動推
進事業

29 福岡 みやこ町 みやこ町図書館
ブックスタート支
援事業・ステップ1
ブックス事業

町主催の祭りで特設会場を設け、大型紙芝居の読み聞かせを行う。地域にゆかりのある郷土紙芝居を紹介し地域
への愛着や親交を深める。

子どもの発達段階を担う「家庭」「地域」「学校」等が相互に連携を取りながら主体的に取り組む。重要施策と
して「家読」を全的に取り組んでいる。

読書週間に合わせて「としょかんまつり」に期間を設定している。期間中に5つの行事を行う。ブックリサイク
ル、「読書リーダー養成講座」受講者によるおはなしリレー、親子工作教室、オリジナルしおり作り、「家読」
おすすめ本の展示。

幼児読書―ブックスタート、子育て支援サークルでの読み聞かせ、小学校での読み聞かせ、学校図書館支援（環
境整備等）

健康化と連携、10か月検診の通知にブックスタートの引換券を入れて送付。フォローアップとして、半年に一度
ブックスタート講座を開催。

4か月児の健診時に絵本と赤ちゃん絵本リスト、地域の子育て情報などが入ったブックスタートパックを渡してい
ます。ブックスタート事業のフォローアップで12か月児相談の際に手渡す活動です。成長に合わせた絵本を継続
的に手渡すことにより、絵本を開く楽しい体験を通じて親子の絆をさらに深めてもらうよう努めています。
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30 佐賀 佐賀県立図書館 ビジネス相談

31 佐賀 伊万里市 伊万里市民図書館 家読推進事業

32 佐賀 嬉野市 嬉野市立図書館

ブックスタート事
業、遠隔地域巡回
図書、リサイクル
ブック、各種おは
なし会

33 佐賀 小城市 小城市立図書館
子ども読書推進事
業

34 佐賀 鹿島市 鹿島市民図書館

ブックスタート類
似事業「ぶっくす
くすく」、各種お
はなし会

「ぶっくすくすく」では、４ヶ月健診時に絵
本の紹介・読み聞かせ・リスト配布などを実
施。おはなし会は、０歳～１歳向け、、０歳
～3歳向け,3歳～向け・・の３つのおはなし会
を実施。

みにみに図書館
（巡回図書）

市内全小中学校、保育園（遠隔地中心）、企
業、公民館、子育て支援関連施設等への図書
巡回（月１回）

県立図書館、佐賀県商工会連合会、及び日本政策金融公庫佐賀支店の協働で、地域経済の活性化と中小企業支援
の促進を目的にビジネス相談を県立図書館で実施。

・ブックスタート
健康づくり課主催の「赤ちゃん相談」時に絵本の読み聞かせ及び絵本の配布を行う。
・遠隔地巡回図書
図書館に出向くことができない方々を対象に地域に出向いての本の貸出
・リサイクルブック
古くなり除籍した本を市民、学校他各種団体に無料で提供を行っている。
・各種おはなし会
ボランティアグループによる毎週の読み聞かせ会、図書館司書による季節ごとのお話し会を行っている。

おはなしボランティアグループの育成や、ボランティアグループと協力して読み聞かせや子ども向け行事を開催
している。

「本を読む」「本を読んでもらう」ことで本と出会い、人生観・社会観に広がりを持った子ども達が、本が大好
きになり、生涯にわたり「本と親しむ」「本で調べ学習する」「表現する」「臼杵の歴史や先人と出会う」など
の読書活動を継続できるよう、市民総ぐるみの読書活動を推進します。「家族ふれあい読書」を推進して、親
子・家族のコミュニケーションを深める。学校と通じて家族同士をつなぐ「リレーうちどく」や、ちいきじゅう
みんをまじ世代間交流のきっかけとなる「家読フェスティバル」を開催し、「読書のまちづくり」を目指してい
る。
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35 佐賀 唐津市 唐津市市民図書館
ブックスタート事
業

36 佐賀 神崎市 神崎市立図書館 家読（うちどく）

37 佐賀 上峰町 上峰町図書館 さまーすくーる

38 佐賀 基山町 基山町立図書館 交流イベント
地域作家や地域出身の人材によるトーク
ショー、開館延長イベント等。

地域の様々な文化
に関する展示

きやまの歴史に関する展示、絵本作家の展
示、美術品の展示等。

39 長崎 諫早市 諫早図書館
ビジネス情報支援
事業

40 長崎 五島市 五島市立図書館

絵本の読みかた
り、夏のお楽しみ
会、クリスマス
会、出前講座、移
動図書館

41 長崎 長崎市 長崎市立図書館
図書館を使った調
べる学習コンクー
ル

地域コンクールを実施しているが、出品者は
作品作成のために、市立図書館、学校図書
館、公民館図書室を利用したり、見る・聞く
などの体験や実地調査なども行うことによっ
て地域交流を図っている。

はじめまして絵本
事業

4か月児健診の会場で絵本引き換え券を配布
し、市内57か所の図書館・公民館図書室での
引き換えをいざなうことによって、公民館図
書室の利用促進や地域交流を図っている。

42 長崎 松浦市 松浦市立図書館
「青の大学コー
ナー」設置

絵本の読みかたりを毎月２回、その他季節によりイベントを行い定期的に市民が集い図書館に親しむ場を設けて
いる。また移動図書館を実施し、図書館から遠方の小学校や公民館へ出向き図書を貸し出すことで地域の連携を
図っている。

各地区の公民館を拠点に、図書館の本を3か月に一回配送する。地区の住民でミニ図書館を作り、読書に親しみ、
地域の絆作りにも一役を担っている。

小学生を対象に夏休み期間中6教室を実施。らくがん作り、そば打ち体験、工場見学ツアー、工作、科学実験な
ど。

「魅力あるしごとをつくる」を目的に、人材育成、雇用対策を推進するため、図書館を拠点としたビジネス情報
支援機能充実のための環境整備を行っている。

赤ちゃんと保護者に、説明の言葉と共に絵本を手渡しプレゼントする。

市の魅力発信、魅力創造を目的として、関連書籍やパンフレット等をまとめたコーナーを設置し、商品開発、広
報活動等を支援する。
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43 長崎 平戸市 平戸市立平戸図書館
すみずみまで本を
届ける事業

44 長崎 佐々町 佐々町立図書館
佐々っ子土曜学習
プログラム推進事
業

45 長崎 長与町 長与町図書館 図書館まつり
図書館関係団体とともに、様々な企画をし、
図書館の利用促進や読書活動の啓発を図る。

夏休み子ども読書
クラブ

図書館での読み聞かせや工作・ゲーム等を実
施し、図書館へ親しみを持たせ、読書活動の
啓発を図る。

46 熊本 阿蘇市 阿蘇市立阿蘇図書館 移動図書館事業

47 熊本 水俣市 水俣市立図書館
みなまた環境絵本
大賞事業

48 熊本 御船町 御船町立図書館 連携中枢年圏構想

49 熊本 山都町 山都町立図書館 絵本カーニバル

市内図書館２館及び４つの公民館図書室、学校図書館さらにサービスポイントを設け市内全域に団体貸し出しに
よる配本や予約資料の受け取り等の図書館サービスを届ける。併せて、市内開催の講演会・研修会等に出張図書
館として出向き、テーマにあった展示・貸出しを行う。地域や学校図書館支援センター的機能を持つ。

町内の子どもたちを対象に、町内の様々な経験を持つ地域住民の協力により、土曜日等における体系的・継続的
な学習を実施。

環境をテーマにした絵本の原稿を全国に募集し、大賞作品を環境絵本にして出版・販売している。平成21年度か
ら開始。2年で1冊を出版。これまで３冊を出版。（審査員：柳田邦男氏ほか。コーディネーター本木洋子氏。出
版:西日本新聞社。）

人口減少・高齢社会であっても、地域を活性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適なくらしを営
んでいけるようにするためには、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と
連携し、一定の圏域人口を融資活力ある社会経済を維持するための拠点を形成することを目的としている。

毎年1週間程度の期間、県下全域に周知し、各年のテーマに沿った絵本カーニバルを実施。絵本の読み聞かせ、
ワークショップ、地域散財を使った椅子作り、昔遊び体験。高校生や図書館ボランティアの皆さんによる運営。
町内ふれあいバスを無料運行。

幼稚園・保育園14か所、子育て支援センター2か所、小学校、その他15か所を巡回。
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50 大分 宇佐市 宇佐市民図書館
横光利一俳句大会
事業

宇佐市ゆかりの作家・行くに親しんだことに
ちなみ、俳句の全国募集を行い、選考委員に
よる選考、入賞者に対する表彰式、作品集の
発行、関連資料の展示会などを行う。平成11
年度より毎年実施。

宇佐学顕彰事業

宇佐ゆかりの先人や歴史・文化などを子供た
ちにもわかりやすく伝えるため、マンガ本を
出版し出版記念行事や関連資料展度を行う。
『相撲の神様・双葉山』『幕末の賀来一族・
飛霞と惟熊』『石橋王とよばれた男・松田新
之助』『宇佐海軍航空隊史』『日本三大疏水
の父・南一郎平』など5冊を刊行。

51 大分 臼杵 臼杵図書館
うすき読書のまち
づくり事業

52 大分 大分市 大分市民図書館
ビジネス支援デー
タベース講習会

起業希望者や市場調査を目的とした方を対象
にした商用データベースの活用法講座。

環境月間連携事業
市の環境対策課との連携事業。身近にあるも
のや関連図書を用いたリサイクル講座。

53 大分 杵築市 杵築市立図書館 各種図書館事業

54 大分 国東市 国東市くにさき図書館
障がい者・高齢者
への本の宅配サー
ビス

図書館に来ることが困難な障がい者や高齢者
に代って図書館が自宅まで本を届ける。

施設・学校への本
の配送サービス

施設・学校からの要望により、図書館の本を
施設や学校に届ける。

55 大分 豊後高田 豊後高田市立図書館
学びの21世紀塾市
民講座

56 宮崎 えびの市 えびの市民図書館
図書館地域振興活
動

「本を読む」「本を読んでもらう」ことで本と出会い、人生観・社会観に広がりを持った子ども達が、本が大好
きになり、生涯にわたり「本と親しむ」「本で調べ学習する」「表現する」「臼杵の歴史や先人と出会う」など
の読書活動を継続できるよう、市民総ぐるみの読書活動を推進します。

・ブックスタート
・おはなし会
・図書館まつり
・読書週間事業
・宅配サービス
・雑誌スポンサー制度
・子ども読書推進活動

全市民対象の講座・講演会等の生涯学習

図書館バック配布、多読者表彰、読書感想文・感想画審査会と表象、古本リサイクル市等。夏の夕涼みと夜の図
書館散歩、親子絵本作り、小中学生のためのふるさと学習本発行、喫茶ふらーっと・手作りパン販売、夏休み子
ども読書手帳、大人の読書手帳、ぬいぐるみおとまり会、本の福袋等。
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57 宮崎 串間市 串間市立図書館
求人情報コーナー
設置

58 宮崎 小林市 小林市立図書館
地域との協働によ
る新たな学校モデ
ル構築事業

59 宮崎 宮崎市 宮崎市立図書館」 図書館まつり

60 宮崎 川南町 川南町立図書館
中央保育所年長児
への就学準備サー
ビス

61 宮崎 美郷町 美郷町立西郷図書館 生涯学習推進事業

62 鹿児島 鹿児島県立図書館 親子読書研修会

親子読書に関心を持っていてり、現在取り組
んでいたりする県民に、親子読書活動につい
て学ぶ機会を提供し、意欲や資質の向上に資
することを目的にしている。対象は子ども会
育成者、親子読書会関係者、保育士、幼稚
園・小・中学校の教員及び保護者、公共図書
館関係者などである。内容は、講演、事例発
表等である。

図書館大会

県図書館協会、県学校図書館協議会と共催
し、社会教育と学校教育の両面から読書活
動・図書館活動の一層の充実を図ることを目
的としている。対象は、市町村教育委員会職
員、公共図書館職員、学校図書館関係者、PTA
関係者、大学・短大附属図書館関係者、親子
読書グループ関係者などである。内容は、講
演、分科会等である。

63 鹿児島 天城市 天城町立図書館
図書館まつり・読
書フェスタ

64 鹿児島 鹿屋市 鹿屋市立図書館 図書館まつり
ブックリサイクル・バルーンアート・ダン
ス・勾玉づくり・火おこし体験等。

ふるさと再発見塾
ふるさとをもっと知ることをコンセプトに賀
鹿屋市近辺の有識者を講師に迎え開催。（5月
から11月第3土曜日）

65 鹿児島 志布志市 志布志市立図書館
ブックスタート事
業・セカンドブッ
ク事業

保険課の3か月健診時に読み聞かせとともに2
冊の本とパックのプレゼント・小学1年生の入
学時に、ベスト20の中から1冊を選んでもらい
プレゼントする。

宅配サービス
図書館に来館できない高齢者や身体的障がい
ある方に、自宅まで希望される本を届ける
サービス。

図書交換市、創作童話・紙芝居・絵本コンクールの実施。

おはなし会、貸出を通じた就学準備。

図書館を生涯学習の拠点施設とする事業、各種の講座の開催、ボランティアの養成

地域の子ども達と読み聞かせや七夕飾りの作成・地域の住民と読み聞かせや子ども達の読書感想文の発表等

市及び近隣の求人情報を収集し提供。

図書館と学校図書館のネットワーク化を図り、地域開放型学校図書館の確立を図る。
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66 鹿児島 曽於市 曽於市立図書館
はじめての絵本事
業

67 鹿児島 日置市 日置市立中央図書館
ブックスタート事
業・セカンドブッ
ク事業

6～8か月児健診で2冊の本とブックスタートリ
ストの入ったバックのプレゼント。3歳児検診
でセカンドブックリストを配布。

市民推薦図書リス
ト200冊リスト

市民推薦図書200冊リスト(小学・中学・一
般）を作成し、50冊を読破した方に認定証を
贈呈。

68 鹿児島 徳之島町 徳之島町立図書館 ブックスタート

69 鹿児島 南大隅町 南大隅町根占図書館 図書館まつり

「根占書籍館時代の本」展示、リサイクル
ブックマーケット、スペシャルおはなし会、
モザイクキャンドルをつくろう、オリジナル
しおりを作ろう、講演会「九州で1番、全国で
四番～根占書籍館のあゆみ～」。根占書籍館
開館記念日イベントとして「歴史ある図書
館」の発信をしている。

赤ちゃんブックス
タート事業「はじ
めまして赤ちゃ
ん」

子育て支援の観点から、0歳児を対象に乳幼児
とその保護者に対して「はじめての絵本・赤
ちゃん絵本」を2冊、ブックリストとともにプ
レゼントする。

70 沖縄 沖縄県立図書館
県立図書館ビジネ
ス支援充実事業

沖縄のビジネス発展に資する知的（情報）イ
ンフラ整備のため、県立図書館が関連機関と
連携し、ビジネスや雇用に関する情報や資料
の収集及び提供を行うとともに、調査相談業
務の充実を図る。

離島読書活動支援
事業

図書館未設置離島町村における読書環境改善
のため、移動図書館の開催、一括貸出の実施
等により読書環境を整備する。

71 沖縄 糸満市 糸満市立中央図書館 子どもげきじょう

72 沖縄 那覇市 那覇市立中央図書館
おはなしボラン
ティア養成講座

学校や地域で、おはなしボランティアとして
活動している方々を対象に、おはなし会や読
み聞かせを実践する上で必要な知識や技術を
学ぶことをねらいとしたステップアップのた
めの「おはなしボランティア養成講座」を毎
年開催している。

那覇市立病院との
連携事業

地域がん診療拠点病院の指定を受けている那
覇市立病院から、がん関連図書をはじめ、さ
まざまな病気や先進医療に関する図書を寄贈
してもらい、牧志駅前ほしぞら図書館に「医
療・健康情報コーナー」を設置し、市民への
がんに関する情報発信の場としている。

人形劇、大型絵本、ペープサートなど子どもが本に親しみを感じるような作品にふれる機会を提供することによ
り、子どもの自主性・創造性を育み、読書への興味関心を持たせる。
夏休みと１１月の２回開催。

毎月、6～7ヶ月の乳幼児健診時に保健センターで、読み聞かせを行い、絵本、読み聞かせ絵本のリスト、図書館
の案内等が入ったキットを配っている。

曽於市内に住む3歳児を対象に読み聞かせや絵本のプレゼントを行う。
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73 沖縄 嘉手納町 嘉手納町立図書館
ブックスタート事
業

子育て支援として、健診会場にて、生後４～
５か月の乳児とその保護者を対象に絵本の読
み聞かせと絵本の配布を行う。絵本を介して
親子が心触れ合う時間を持つことの大切さを
伝えています。

隣村相互利用協定
事業

隣村との利用協定を結び、互いの村町民に直
接図書の貸出サービスを行っている。
図書館の利用者増に繋がっている。年４回の
担当者会を行い、双方の情報提供に努めてい
る。

74 沖縄 北谷町 北谷町立図書館
ブックスタート事
業

75 沖縄 南風原町 南風原町立図書館 子育て支援事業

76 沖縄 恩納村 恩納村文化情報センター
宿泊事業所への図
書の団体貸出

村内の宿泊事業所へ情報センターの蔵書資料
を一定期間（６ヶ月）団体貸出を実施し、事
業所においてミニライブラリーを設置してい
ただくことにより、沖縄に関する情報発信に
努め、本県の観光振興を促進する。

クイズラリー

物産センターなかゆくい市場並びに博物館と
連携し、３施設を活用したクイズラリーを行
い、村の特産物や、文化・歴史資料の発信に
努め、産業と文化の振興を促進する。

77 沖縄 宜野座村 宜野座村文化センター図書館
ブックスタート事
業

健康福祉課と連携し、乳児検診時に実施。３～６か月の乳児と保護者を対象に絵本の読み聞かせをし、絵本２冊
とバッグをプレゼントしている。

生後４か月の乳児とその保護者を対象に絵本を介して親子が心触れ合う時間を持つきっかけをつくります。

乳幼児の健康診断児にブックスタートをやっている。　絵本の読み聞かせをし、絵本一冊と絵本バック、資料を
プレゼントする。


