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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 北海道 恵庭市 恵庭市立図書館 まちじゅう図書館

2 北海道 北広島市 北広島市図書館 古本ばくりっこ

3 北海道 札幌市 札幌市中央図書館
図書・情報館整備
事業

4 北海道 士別市 士別市立士別図書館
ブックスタート事
業

5 北海道 滝川市 滝川市立図書館
まちなか連携事
業・行政連携事業

6 北海道 苫小牧市 苫小牧市立中央図書館
ビジネス支援サー
ビス

自治体の地元雇用拡大を目指す事業を広報協
力、希望がある場合のセミナー・講習会への
実施場所協力、助成復職支援などの広報協力

学校施設見学の受
け入れ

市内小学校の施設見学を受け入れ、地域資料
の説明・見学を行う。

市内のお店やカフェ、オフィスなどのちょっとしたスペースに店長や経営者、スタッフのお気に入りの本を展示し
訪れた人に自由に読んでもらい本を通じた会話を楽しむ図書館。平成２５年から事業を開始し、現在５０店舗（H
２８.８）の登録がある。各店舗で読書に関するイベントの開催をしたり有志の店舗で実行委員会を作り恵庭まち
じゅう図書館のスタンプラリーを実施している。

家で読まなくなった本の交換

都心に集うビジネスパーソンや市民、来訪者に調査支援サービスや札幌の魅力に関する情報、交流を促進する空間
を提供し、市民の仕事や暮らしの課題を解決する課題解決型図書館として札幌市として札幌市民交流プラザ内に
「札幌市図書・情報館」を整備します。

保護者に赤ちゃんとふれあいの時間を持つことの大切さを伝えるとともに、赤ちゃんの健やかな成長を願って、０
歳児に絵本が入ったブックスタートパックを手渡し、フォローアップとして３歳の誕生日にも絵本を1冊贈呈す
る。

まちなか連携事業　商店街やイベントなどの情報を紹介するまちなか情報コーナーを常設しているほか、月替わり
で個店を取材し、紹介する展示を行っている。行政連携　市役所庁舎内の図書館という特色を活かし、各課のパン
フレットを収集・展示・配布するほか、事業や催しを関連資料とともに紹介する連携展示を随時実施している。
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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

7 北海道 根室市 根室市立図書館
ブックスタート事
業

7ヶ月児健康相談時に、読み聞かせとともに、
絵本２冊と子育て支援情報等を入れたブック
スタートパックを贈る。保健課、図書館ボラ
ンティアと連携して実施している。

セカンドブック事
業

小学校１年生と保護者に１５冊の中から、１
冊を選んでもらい、絵本の読み聞かせ等とと
もに、絵本１冊と読書ノート、おすすめの本
パンフレット等をバッグに入れて贈呈してい
る。

8 北海道 留萌市 留萌市立留萌図書館

本屋のないマチで
三省堂書店誘致
ボランティアの支
援・誘致後のボラ
ンティア支援

9 北海道 稚内市 稚内市立図書館
図書館で開こう！
稚内にいる名人た
ちに！

10 北海道 厚沢部町 厚沢部町図書館
ブックスタート・
フォローアップ事
業

11 北海道 池田町 池田町立図書館
ブックスタートボ
ランティア事業

12 北海道 枝幸町 枝幸町立図書館 図書館まつり

13 北海道 置戸町 置戸町立図書館
木と暮らしの
コーナーの設置

市内唯一の書店が倒産したあとの平成２３年春、主婦グループが「三省堂書店を留萌に呼び隊」を結成して誘致運
動を展開。その取組を図書館として支援。誘致後も「応援し隊」と名前を変えて活動する主婦グループの支援を継
続。多くのメディアが紹介し「読書のマチ」として地名度が高まる。

地域の名人を図書館に招き、参加者を募って体験型の講義を行なう。（スクラップ・アートボックス作りなど）

9-10か月の幼児検診時、読み聞かせとブックスタートパックの配布を行い、家庭教育の向上に資する。（ブックス
タート事業）ブックスタート事業後、２歳児相談時に対象年齢に応じた絵本の紹介を行なう（フォローアップ事
業）

生後10か月児健診に来た赤ちゃんとその保護者を対象に「絵本2冊」と子育てに関わるいくつかの情報・資料を詰
めたバックをプレゼントする。また、ブックスタートボランティアによる絵本の読み聞かせを赤ちゃんとともに体
験してもらう。

事業を通じて図書活動の啓発と、地域振興の一環を図るために外部講師を招致し、図書にまつわるイベントを開催
する。

森林文化関係書籍の収集・貸出
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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

14 北海道 音更町 音更町図書館
伊福部昭音楽資料
室の設置

15 北海道 栗山町 栗山町図書館

『ふるさとは栗
山』推進事業
（ふるさと文庫発
行）

栗山町の高齢者から栗山の歴史や文化の聴き
取りをし、1冊の本にまとめ、希望者に無料配
布を行なう。

郷土映画鑑賞会
栗山町に関する映像資料などを上映し、郷土
について理解する場を提供する。

16 北海道 鹿追町 鹿追町図書館
視聴覚資料整備及
びビジネス情報支
援事業

17 北海道 新十津川町 新十津川町図書館
学校図書館の充実
を図っている。

H28年度から学校図書館司書を各小中校で1名
を配置した。町図書館の蔵書管理システムを
小中学校と連携し、学校とのリクエストなど
の連絡網の整備を図っている。

絵本ふれあい事業
セカンド

新十津川町子どもの読書活動推進計画（第２
期）により、読書の読み聞かせを強化する為
に、ブックスタート（町では、絵本ふれあい
事業と称している）を平成２１年度から３～
４ヶ月児に絵本２冊と手作り布バックを送呈
している。さらにH２８年度から絵本ふれあい
事業セカンドとしてとして２歳児にも絵本２
冊を贈呈することになった。

18 北海道 斜里町 斜里町立図書館
町民と築く魅力的
な図書館づくりの
推進

町民が有意義な時間を過ごすため、図書館を
活用して本の魅力を伝える活動を推進する。
また、図書館活動や運営への支援を通じ、町
民が図書館に親しみを持ち身近に感じてもら
うため、図書館サポーター制度の登録を促
す。町民ニーズや生活スタイルの多様化に対
応したサービスを行い、誰もが何度でも訪れ
たくなる図書館を目指す。

情報拠点としての
体制整備

リクエスト・レファレンス・貸出など司書の
専門性を活かした活動を通じて利用者のニー
ズを把握し、資料収集方針と中長期的な資料
収集計画に基づき、１２万冊の蔵書の維持と
計画的な図書購入を進める。学校や社会教育
施設・各市民団体と連携し、様々な情報の収
集・提供を行なっていく。

19 北海道 白老町 白老町立図書館
ブックスタート事
業

20 北海道 新得町 新得町図書館 絵本作家講演会
１９９７年より著名な絵本作家を招いた講演
会を開催し、幼児から大人まで町民との交流
を図っている。

ブックスタート事
業

7ヶ月乳児相談時に、絵本と子育て支援情報を
入れたブックスタートパックを配布。読書を
通じた子育て支援事業として、健康福祉課、
ボランティアと連携して実施している。

日本を代表する音更ゆかりの作曲家・伊福部昭氏の関係資料を収集した展示室を設置している。また、伊福部作品
を鑑賞する「CDコンサート」や町民で組織している伊福部昭音楽顕彰会による「伊福部昭先生を語る公開座談会」
などを開催している。

視聴覚資料の充実やビジネス関係機関からのデータ収集及び関係書籍の充実を図る。

7ヶ月乳児相談時に、絵本と子育て支援情報を入れたブックスタートパックを配布。読書を通じた子育て支援事業
として、健康福祉課、ボランティアと連携して実施している。
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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

21 北海道 月形町 月形町図書館 移動図書

22 北海道 当麻町 当麻町立図書館
子育て支援図書贈
呈事業

23 北海道 豊頃町 豊頃町図書館 図書館フェア

24 北海道 比布町 比布町図書館 図書館でお月見

中秋の名月に合わせて、としょかんで月の観
測会を行なう。また、月が昇るまでDVDの上映
会やお月見だんごをふるまう時間も設けてい
る。

古本市
除籍した雑誌や書籍、寄贈されたが登録しな
かった書籍などを、無料で希望者に持って
行ってもらう。

25 北海道 幕別町 幕別町図書館

知る・読む・笑う
落語会～図書館と
落語でストレス解
消～

26 北海道 余市町 余市町図書館
竹鶴政孝氏関連資
料展示

余市町でウイスキーを製造した竹鶴政孝氏を
題材にしたNHK連続テレビ小説『マッサン』放
送開始から、竹鶴政孝氏やニッカウイスキー
に関連する資料を展示している。

ブックスタート事
業

町内での１０か月健診時に、町民福祉課・保
健課、図書館が連携して行う子育て支援事
業。一人ひとりの赤ちゃんに絵本を読んだ
後、育児に役立つ資料とともに絵本を配布し
ている。

28 青森 青森県立図書館 行政支援サービス

県職員を対象に、政策立案や行政サービスの
改善に資するため、業務に関するレファレン
スに応じたり、資料及び関連図書リストを提
供している。また、県が主催する様々なセミ
ナー等の会場において、参加者を対象に関連
図書の展示、貸出等を実施している。

産業支援サービス

県民を対象に、幅広く産業やビジネスを支援
するため、創業・起業や経営改善に関する情
報、農林水産資源を活用した商品開発などに
関する情報等を提供している。また、創業・
起業に関する相談会場等で、関連図書リスト
の提供や関連図書の展示、貸出等を実施して
いる。

29 青森 つがる市 つがる市立図書館
つがる市立図書館
設置事業

小中学校及び町内公共施設にて移動図書を行なっている。

町内に住所のある1～15歳（中学３年生）及び町内保育園へ通園している幼児・児童・生徒を対象に、活字離れを
食い止め、子どもの本への関心を高め、幼児と親が触れ合う環境を生み出すことを目的に、幼児には絵本２冊とバ
ラの花束、小中学生の児童生徒には図書１冊を誕生日に贈呈する事業。

地域の方々へ図書館に親しんでいただくためにイベントを実施しています。

イオンモールつがる柏内に図書館を新設

万病の源といわれるストレスを計測するための疲労・ストレス測定システムを図書館に導入し、ストレスケアのた
めの書籍をそろえ、さらに落語会や落語DVD鑑賞会などを催し、地域住民の健康の維持を図ることを目的としてい
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 1/6 （北日本地区）

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

30 青森 十和田市 十和田市民図書館
子どもビブリオバ
トル

市内の小学４年生～６年生を対象に、参加者
同士で本を紹介しあい、最も読みたい本を投
票で決める

子ども司書養成講
座

図書館業務の体験を通じて支所の知識や技術
等を学び、読書の楽しさや素晴らしさを広
め、本と人との橋渡しを手助けする読書活動
推進の担い手として、子ども司書を養成す
る。

31 青森 三沢市 三沢市立図書館
多言語・多文化
サービスイベント
事業

32 青森 むつ市 むつ市立図書館
むつ市詩歌コン
クール

むつ市在住の児童・生徒・一般の方々を対象
に、詩・短歌・俳句・川柳の４部門において
開催し、創作に対する関心を高め、読書と創
作の接点を設けること、地域品目を向ける
きっかけを作ること等を目的に実施してい
る。

映画監督川島雄三
映画上映会及び川
記念室の運営

図書館内に設置しているむつ市出身の映画監
督を記念した川島雄三記念室を活用し、映画
上映会や展示やシンポジウム等を開催してい
る。

33 青森 おいらせ町 おいらせ町立図書館 図書館まつり

34 青森 田子町 田子町立図書館
図書館子育て支援
事業

35 青森 東北町 東北町立図書館
子ども読書活動推
進事業

36 青森 中泊町 中泊町図書館 おはなし食堂
各スペースに開店しているおはなし食堂をそ
れぞれ廻って、いろいろなおはなしを聴いて
歩くというイベント（年１回開催）

ぬいぐるみの図書
館おとまり会

子どもたちからお気に入りのぬいぐるみを預
かり、夜の図書館での様子を撮影し、アルバ
ムにまとめたものをプレゼント。

37 青森 野辺地町 野辺地町立図書館 家読

毎年開催している祭り「三沢アメリカンデー」の開催に合わせ、屋外にて外国人講師をお迎えし、ネイティブな発
音で英語絵本や紙芝居の読み聞かせイベントを実施。

おはなし会や紙芝居本の特別展示。リサイクルブックコーナー、工作教室を開催する。（２日間）

乳児健診の待ち時間に、関係各課と連携してブックスタートを実施する。また、図書館におすすめ絵本や子育てに
関すると図書等を集めた「子育て支援コーナー」を設置するために書架とベビーカーを購入する。

ブックスタート事業や保育園・小学校への読み聞かせ等を実施。学校図書館支援として、巡回図書や学校司書
（補）を配置し連携強化に努めている。子どもが本に親しむ機会の充実等に努めている。

6ヵ月児相談におけるブックスタートと1歳6ヵ月児健診でのブックスタートプラス（ブックスタート事業の拡充）
を実施し読み聞かせを奨励している。毎月20日を「家族ふれあい読書デー」と定め、家庭での読み聞かせをはじ
め、家庭内での読書の時間の共有、同じ本を読んで感想を述べ合うなど、家庭における読書活動を推進。
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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

38 青森 藤崎町 藤崎町図書館
子どもの読書活動
推進事業

39 岩手 岩手県立図書館
ビジネス支援コー
ナー

40 岩手 一関市 一関市立一関図書館
ブックスタート事
業

41 岩手 大船渡市 大船渡市立図書館
ビジネス支援コー
ナー

起業・ビジネス支援等に関する図書等を集中
配置し、利用に供している。

ブックスタート事
業

７ヵ月児健康相談時で絵本セット（絵本、し
おり、バック等）を配布し、本とのふれあい
の機会と図書館の利用情報を提供し、乳児期
からの読書習慣の形成と図書館の利用促進を
図っている。

42 岩手 釜石市 釜石市立図書館 出前お楽しみ会

43 岩手 久慈市 久慈市立図書館
図書館子育て応援
事業

44 岩手 二戸市 二戸市立図書館
図書に親しむまち
推進事業

45 岩手 岩泉町 岩泉町立図書館
まちづくりコー
ナーの設置

「町づくりに関する」図書資料を紹介する
コーナーの設置

企画展示の開催

郷土の歴史や文化、地域を築いた先人達を
テーマにし、図書資料等で紹介する企画展を
開催し、郷土への理解を深めていただく機会
としている。併せて地域づくり・人々の交流
の機会としている。

幼少期から義務教育課程までを重点に、図書に親しむことや、図書を通した親子のふれあい、また、読書習慣の定
着を図るための取組。

創造力を豊かにする子ども達の読書活動の推進を図る。知己や家庭で触れ合いながら学ぶことができる環境づくり
の推進。

起業や就労・キャリアアップ情報、企業情報や企業活動情報など、幅広いビジネス支援図書をビジネス支援コー
ナーとして配架

親子の良好なコミュニケーションを育み、子どもも豊かな感情と健やかな発達を促すことを目的とし、出生お祝い
として絵本を１冊、３～４ｶ月検診時に贈呈。

仮設住宅へ出向き、読み聞かせや往時の記録映画等を上映している。

乳幼児からの読書を活用する事業を通して、親子のふれあいを深めよう子育て世代の育児を応援する。
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46 岩手 雫石町 雫石町立図書館 まちライブラリー

47 岩手 紫波町 紫波町図書館 農業支援事業

48 岩手 九戸村 九戸村公民館図書館
ブックスタート事
業

49 岩手 普代村 普代村図書館 移動貸出図書

児童及び一般村民に定期的に図書を貸し出す
ことで、広く図書推進普及につとめ、また村
内の希望施設に出向き巡回して貸出を行ない
読書の拡充をはかる。

ブックスタート事
業

赤ちゃんと絵本をひらく時間の楽しさを実際
に体験してもらい、親子で本に親しむきっか
けをつくることを目的とする。また、乳児期
から絵本に触れることにより、赤ちゃんの心
を育み、親子の読書推進を図る。

50 宮城 宮城県図書館
市町村図書館等の
復興

51 宮城 気仙沼市 気仙沼市図書館
雑誌スポンサー制
度

52 宮城 塩竃市 塩竃市民図書館
シオーモ絵本まつ
り

町中に私設の本棚を置き、自由に読んだり借りたりでき、読んだ人が感想を描いていくことにより、人と人をつな
ぐコミュニティの一助とするものである。当町第一号は民間、第二号は図書館が公民館に設置、第三号は図書館が
駅に設置し、駅舎内の観光協会が管理。

図書館の企画展示、トークイベントなどを通じて、農業者と消費者、関係団体等が情報交換を行なう場を設けた
り、児童を対象とした図書館に隣接する産直での販売体験への協力や、農業初心者でも親しみやすい農業資料の提
供を行なっている。また、データベースの利活用促進のための操作講習会を実施した。

保健サイドで実施している４か月児検診のときに読み聞かせを行いその後絵本をプレゼントして親子で本に親しむ
機会を提供している。

被災した図書館等への運営支援、被災した図書館等へ地域資料再整備の運営支援、図書館のための危機管理研修

地域の企業・団体に雑誌を定期寄贈してもらい、最新号のカバー裏表紙にその起業の広告を掲載する。

１０月の１０日間、ふれあいエスプ図書館、市民図書館、杉村淳美術館で開催。
各種おはなし会、昔あそび、絵本ピクニック、全国訪問おはなし隊（講談社）、造形ワークショップ、「塩竃のむ
かし話絵本大賞」展示会など多数の催しを開催。
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53 宮城 白石市 白石市図書館 郷土をしる月間

54 宮城 加美町 加美町中新田図書館
他市町村における
図書館との相互貸
借利用

利用者から要望のあった資料が入手困難な場
合、全国の図書館より相互貸借を利用し提供
に努める。

大崎定住自立圏協
定事業

大崎圏域の公共図書館の相互利用

55 宮城 柴田町 柴田町図書館
柴田町図書館槻木
分室運営事業

槻木生涯学習センターの図書室を、図書館の
分室として職員を配置し、インターネットを
活用して図書館サービスを提供。

読書活動推進事業

ブックスタート事業：町の4か月児健診時に絵
本２冊をプレゼントし、親子に絵本の読み聞
かせを行ないながら、スキンシップの大切さ
を伝える。

56 宮城 南三陸町 南三陸町図書館
南三陸図書館を
使った調べる学習
コンクール

57 宮城 女川町 女川町つながる図書館
子ども司書養成講
座

図書の仕事に係りながら、図書のノウハウを
習得し、本と人との結びつきを手助けする
リーダーを要請する。

家読の日
家庭で読書をし、読んだ本について家族間で
話をするうえで会話が増え、家族の絆を深め
ることを目的とする

59 秋田 秋田県立図書館
雑誌スポンサー制
度を活用した企業
活性化事業

60 秋田 秋田市 秋田市中央図書館明徳館
かぞくぶっくぱっ
く事業

さまざまな内容かつ世代別の本を5冊詰め合わ
せた福袋的なパックを貸出、子育て世帯の読
書環境づくりを支援し、家族の絆づくりに資
する。

中心市街地の公的
施設との連携事業

図書館周辺の公共施設と連携し、観光客や家
族連れなどの施設利用の増加を目指し、町の
活性化を図る。

61 秋田 大館市 大館市立図書館
図書館でホッとタ
イム

図書館後援会との共催事業。図書館の１室を
開放し交流の場を提供する。又、ゲストを招
いての講演や鑑賞などの企画も行う。

大館でグリーンラ
イフ

市民の農業への理解を深めてもらうことと、
緑に触れる生活の提案をテーマに、市内の４
つの図書館が連携して資料の収集と展示に努
め、総合戦略の「農業の振興」や「定住促
進」などを側面から支援する。

郷土の新たな一面を市民に広く知ってもらうため、毎年秋に本や資料の展示会を開催している。本事業によって、
郷土の財産に光を当て、市民の理解を深めることで、以て地域振興に資することを期待している。

図書資料をはじめ様々な情報を活用した調べる学習を通じて、自ら考え、判断し表現する力を育むとともに、図書
館の有効利活用を図り、子どもの心の成長に資することを目的としている。

当館雑誌スポンサー企業を対象に、研修会や異業種交流会「Sponsors'ビジネスカフェ」を開催し、スポンサー企
業同士の交流を図るとともに、新たな事業の創出や新製品の開発などにビジネスレファレンスや図書館が持つ情報
資源を提供し地域社会の活性化に貢献する。
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62 秋田 仙北市
仙北市情報センター

学習資料館
学校図書館支援事
業

63 秋田 大仙市 大仙市立大曲図書館

大仙市親と子の夢
を育むと諸活動推
進計画に基づいた
読書推進事業

64 秋田 能代市 能代市立図書館 地域連携事業

65 秋田 湯沢市 湯沢市立湯沢図書館 移動図書館事業

66 秋田
由利本荘市

由利本荘市中央図書館 学校図書館支援

市内小学校１４校と中学校１０校に学校司書１９
名、中央図書館に学校支援を主務とする司書を１
名を配し、学校図書館の環境整備や資料整備を
はじめ、図書館運営に関する業務全般を日常的に
支援している。

おとなの社会科

市教育委員会生涯学習課事業「まちづくり宅配講
座」と連携し、市で行っている各部・課等の事業や
取組等について、それぞれの担当職員を講師とし
て講座を行う。施策や事業に関する理解を深めて
もらうとともに、日常的な課題解決の機会を提供
する。

67 秋田 小坂町 小坂町立小坂図書館
昭和のなつかし
自転車紙芝居

絵本パック事業
保育園児のいる家庭に5冊絹の絵本パックを貸
出

68 山形 山形県立図書館
県立図書館活性化
事業

69 山形 上山市 上山市立図書館
読書週間記念イベ
ント《音楽と詩と
のふれあい》

無料古本市

70 山形 酒田市 酒田市立中央図書館
子ども読書活動推
進事業

県民のあらゆる活動を支え地域の課題解決に貢献する知の拠点としての図書館の機能充実を図るとともに、幅広い
世代の県民が活動・交流する場を創出するため、「県民が集い・学ぶ　本のまち」を基本コンセプトとし、施設の
大規模改修、ICT活用、管理運営の充実等の具体的方策を実施すべく各種事業を推進している。

ブックスタート・読み聞かせ講座の開催等

近隣商店街が開催するイベントに協力し、商店街ビブリオバトルや本のリサイクル市を実施。

多様化していく読書活動について情報収集し、個人の読書から学校やボランティア団体の読書活動までの拠りどこ
ろとなる「子ども読書支援センター」の機能を充実する。ブックスタート事業、「だいせん読書の日」制定による
あらゆる年代に向けた読書活動を推進する。

市内小中学校１２校へ図書支援員を巡回させ学校図書の利用促進を行なう

保育所・老人ホームなどの福祉施設や放課後学童施設に図書を配本し、読書環境の充実を図る。
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71 山形 天童市 天童市立図書館
子ども読書活動推
進事業

①読み聞かせ講座・ブックスタート時の移動
図書館運行。
②夏冬子ども祭り、絵本作家とのイベント開
催。
③読書感想画展、布絵本・布遊具展示会の開
催。
④新小学１年生への１年生パック事業

読書活動推進事業

①緑陰図書館、交換市・リサイクル市の開
催。
②大人の朗読会、コメント選手権、図書館文
化祭の開催。
③図書館ボランティアの育成。

72 山形 朝日町 朝日町立図書館 夜の図書館
夜の図書館を会場に、ヴァイオリンとピアノの音色
にのせての詩等の朗読会を実施。

移動図書館車の運
行

遠隔地や蔵書数の少ない学校を対象に図書の
貸出を実施

73 山形 川西町 川西町立図書館
吉里吉里忌、生活
者大学

74 山形 遊佐町 遊佐町立図書館 ジオパークの展示

75 福島 喜多方市 喜多方市立図書館
ブックスタート事
業

76 福島 郡山市 郡山市中央図書館
中央図書館ホール
コンサート

77 福島 南相馬市 南相馬市立中央図書館
原発・震災コー
ナーの設置

原発、東日本大震災関連の資料を収集し、
コーナーを設置

移動図書館車の運
行

移動図書館車を運行し、災害公営住宅を定期
的に巡回することで、被災者支援を行ってい
る。

当館は複合施設で、井上ひさし氏より寄付を受けた２２万冊の蔵書を保有する遅筆堂文庫や劇場が併設されていま
す。その文庫が中心となって行っている井上ひさしの文学忌＝吉里吉里忌や作家が提唱して始まった講座「生活者
大学」には、全国から来館者があり、川西町をPRする機会となり、地元との交流の場ともなっています。

鳥海山・飛鳥ジオパークは対馬暖流で温められた季節風がもたらす大量の雨・雪を通じて活火山鳥海山と豊富な生
態系、山岳信仰と飛鳥の歴史、湧き水とともに生きた人々の歴史と文化を学べるジオパークとし、２０１６年９月
９日新規加盟認定後も関連書籍を継続展示

ブックスタート事業では、赤ちゃんと「絵本」をとおしてゆっくり心触れ合うひと時を持つ、きっかけをつくるこ
とを目的に、赤ちゃんとその保護者へ、絵本の読み聞かせ体験とともに絵本の入った「ブックスタート・パック」
をプレゼントしている

地元出身又はゆかりある音楽化の演奏を、中央図書館エントランスホールで開催する（年２回～４回程度）
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79 福島 猪苗代町 猪苗代町立図書館

ボランティア育成
事業①（本を通し
たコミュニティづ
くり）

読み聞かせボランティアの育成（実戦経験豊
富な講師から、読み聞かせを行う意義や楽し
さ、読み聞かせの方法を学ぶ講座やボラン
ティア同士で読み聞かせ等の練習を行う学集
会を開催し、読み聞かせを実践できる人材育
成を図る。

ボランティア育成
事業②（本を通し
たコミュニティづ
くり）

作業ボランティアの育成（図書館資料の分類
や配架の意義を学び、資料の整理作業を行う
ことや資料保護のためにフィルムカバーがけ
を行うなどの作業ボランティアを育成する。

80 福島 新地町 新地町図書館
読書のまちづくり
の推進

81 福島 塙町 塙町立図書館
読書マラソン、巡
回図書事業、出前
図書事業

82 福島 南会津町 南会津町図書館
インターンシップ
受け入れ

83 福島 矢吹町 矢吹町図書館
大滝清雄氏表彰と
「さわやか詩集」
発行事業

町図書館を中心に、各種ボランティア団体・学校等と連携し、町全体で読書への機運を高めます。

図書館の充実、検索、予約などの機能面での充実を図るとともに、出前図書事業、イベント等を充実し、図書館の
利便性の向上を図ります。また、種々の行政・郷土資料を収集し、地域に根ざした特色のある図書館づくりに努め
ます。さらに、子ども読書推進計画に基づき、子どもたちが読書に親しむ取り組みを進めていきます。

中・高生の職場体験受け入れ

平成元年の矢吹町図書館の開館と、矢吹町出身の詩人である（故）大滝清雄氏の功績を称えるとともに大滝清雄文
庫の開庫を記念して、毎年、町内小中学生から詩を募集し、「さわやか詩集」として発行している。


