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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 茨城 小美玉市 小美玉市小川図書館 ブックスタート事業

2 茨城 鹿嶋市 鹿嶋市立中央図書館
図書館ボランティア養
成講座

3 茨城 神栖市 神栖市立中央図書館

子ども読書推進計画、
ブックスタート、赤
ちゃんタイム、キッズ
タイム、読み聞かせ事
業、展示スペース活用

4 茨城 常陸太田市 常陸太田市立図書館
図書館における子育て
事業を実施する。

5 茨城 常陸大宮市 常陸大宮市立図書情報館
巡回バスに乗って図書
情報館へ行こう

市内で誕生した乳幼児の４～５ヶ月児の検診時に、ボランティアによる読み聞かせを行い、絵本をプレゼントす
るとともに、地域や子育ての資料等も渡して、地域全体で子育てを応援していることを伝え、図書館への関心を
喚起し、利用促進を図る。

図書館に対する市民の理解を深めるとともに、市民の自己実現や生きがいづくりにつながる学び場として社会の
参加の機会を提供し、さらには市民参加により図書館活動の一層の活発化とサービスの向上を図ることを目的と
した事業（図書館の基礎学習、図書の修理、整備、読み聞かせなど）

神栖市は「地域全体で子育てを応援するまち」づくりを行っている。
・赤ちゃんタイム（中央図書館）
赤ちゃんや小さな子ども・その保護者のための”赤ちゃん連れ優遇”の時間。毎週木曜日午前中２時間開催。
・キッズタイム（うずも図書館）
小さな子供連れの方が、子どもと一緒に楽しく本を選べる時間。毎週金曜日午後３時間実施。

１．ブックスタート事業により　２．図書館利用の促進と子育て支援を図るため、あかちゃんタイムを実施す
る。　３．ママ・プレママサロンを実施する

子ども達の夏休み期間を利用し、自宅が図書情報館から遠く、普段一人では来られない小学生を対象に巡回バス
を運行し、館内で自由に図書やDVD鑑賞をしたり、また「夏休みこども映画会」等に参加しながら、図書館を暮ら
しの一部としてより身近に感じてもらうことで、今後のより一層の利用促進を図って行きたい。
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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

6 茨城 日立市 十王図書館
子ども読書活動推進事
業

7 茨城 東海村 東海村立図書館 読書推進事業

8 栃木 大田原市 大田原市立図書館 トコトコ大田原感謝祭

9 栃木 小山市 小山市立中央図書館
ビジネス支援サービス
事業

・「おやまビジネス支援連絡会」における関
係機関との情報交換
・「ビジネス支援コーナー」を設置し、図書
やパンフレット、オンラインデータベース等
でビジネス情報を提供
・館内の展示ケースを地元企業に開放し、自
社の魅力を発信してもらう「発見！小山ゆか
りの企業展」を実施
・ビジネスセミナーの開催

農業支援サービス
事業

・「農業支援コーナー」を設置し、図書やパ
ンフレット等で農業情報を提供
・「おやまブランド特産品コーナー」、ホー
ムページ「おやま地産地消ライブラリー」で
小山市の農産物・特産物を紹介
・関係機関との協力による農業相談の実施

10 栃木 下野市 下野市立図書館 ボランティア養成講座

11 栃木 栃木市 栃木市図書館
ボランティア団体等へ
の支援と協働

子どもの読書力を高め、確かな学力と由良かな心を持った子どもの行くしを平成１８年度から「子ども読書活動
推進計画」に沿って、取り組みを進めている。「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略を踏まえ子育て支援を
強化するため、「おはなし会」等に参加する就学前の子を持つ親子などを対象に「遊べる・学べる・解決でき
る」子育て情報ワンストップサービスを行っている。

複合施設に図書館が設置されているので、建物全体のお祭りの時にはリサイクル祭りを開催し参加している。

図書館の読み聞かせボランティアや音訳ボランティアの養成講座の開催及び育成

・ボランティア団体等に活動場所を提供するとともに、事業の企画や運営等を通じて図書館との協力体制を築
き、活動の活性化を図る。
・図書館サービスにおけるボランティア活動の位置付けを明確にし、ボランティアの募集・養成を行い、図書館
や地域において活動する機会を提供する。

第2次東海村子ども読書活動推進計画、ブックスタート、赤ちゃん計画、子育て支援コーナー、赤ちゃんのための
お話会、子育て講座における絵本に関する講話の実地、学校図書館との連携事業の実施、村内ボランティア・
サークル等との連携事業の実施。
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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

12 栃木 那須鳥山市 那須鳥山市立南那須図書館 小学校訪問おはなし会

13 栃木 那須塩原市 西那須野図書館
地元企業・産業紹介
コーナーの設置

14 栃木 日光市 日光市立図書館
日光歴史講座、歴史講
演会

15 栃木 真岡市 真岡市立図書館
特別支援学校との連携
事業

16 栃木 矢板市 矢板市立図書館
図書館「市民ギャラ
リー」

17 栃木 上三川町 上三川町図書館 ボランティア養成講座

18 栃木 高根沢町 高根沢町図書館 子育て支援事業

19 栃木 那須町 那須町立図書館 子育て支援事業

栃木県立益子特別支援学校との連携事業。
前期５～７月、後期１０～１２月に分けて、益子特別支援学校高等部の生徒受け入れ事業。「流通やサービスに
関する基礎知識・基本的な知識と技術の習得を図り、適切な接客・対応する態度を育てる」ことを目的としてい
る。

市民の皆様の様々な作品を図書館内に展示。場合によっては、市民（作品応募者）と共同でイベントを開催し、
生涯学習の推進や地域振興に取組んでいる。

図書館活動を通して、自己実現が図れる町民ボランティア活動の場の提供を目的として、図書ボランティアを対
象に「読み聞かせ・紙芝居講座」「ブックトークの基礎」「ペープサート入門」「本の修理講座」等を企画・開
催した。

日光の歴史について研究をされている日光史談会の方を主に講師に迎え「日光歴史講座」を年２回開設してい
る。

地域の特産物や産業を紹介するコーナーの設置。

子育て中の保護者の方に気軽に集まる空間を作る。おはなし会や手遊び・ファーストサイン教室、ベビーマッ
サージなど同世代の保護者の方が集まり、気軽にお互いが話しができる空間を創出している。

保健センターで行われる10ヵ月健診時に図書館スタッフがブックスタートを実施。
乳幼児連れの母親に気兼ねなく図書館を利用できる時間として「赤ちゃんタイム」を設定。時間中に読み聞かせ
を実施。

市内の各小学校の希望により、クラスごとにボランティアまたは図書館スタッフによる読み聞かせを実施するこ
とにより、読書推進を図る。
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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

20 栃木 野木町 野木町立図書館 読書のまちの推進

「キラリと光る読書のまち野木宣言」（平成
26年11月）及び「野木町民の読書活動の推進
に関する条例」に基づき、地域全体における
読書活動を推進させることにより、心豊かで
文化の薫り高い読書の町を目指す。また、町
民のニーズに沿った、図書館機能の充実を図
る。

ブックスタート事業

乳幼児の4か月健診の会場で親子一組一組にふ
れあいのきっかけとして絵本をプレゼントしてい
る。８か月健診でも絵本の読み聞かせなどを行う
フォローアップを実施。絵本の他にわらべうたの紹
介も実施している。

21 群馬 伊勢崎市 伊勢崎市図書館
読書のまちの推進まち
いせさき推進事業

22 群馬 吉岡町 吉岡町図書館
ブックスタート、読み
聞かせ事業

23 埼玉 埼玉県立熊谷図書館 ビジネス支援サービス

24 埼玉 入間市 入間市立図書館
「思い出のこし」プロ
ジェクト

25 埼玉 加須市 加須市立加須図書館
絵本との親子ふれあい
事業

図書に親しむ環境を整え、心豊かな潤いのある市民生活を確保するため、乳幼児から高齢者、外国籍の人たちに
も配慮した図書館資料を整備するとともに、読書の街いせさき推進事業として、家庭、地域、学校に読書活動を
普及します。

親の腕の中で肌のぬくもりを感じながら絵本を読み聞かせすることで、親子のコミュニケーションが生まれる。
また、０歳児から幼児期向けの児童書を多く整えることで読書への関心が更に高まる。

創業・起業・就労を目指している県民に、商品・サービス開発に必要な情報や販路拡大のためのマーケティング
情報などを提供する。

入間市の歴史を未来に伝えていくことを任務としていることから、博物館と協力し市民の大切な思い出を募るこ
とで、記録に残らないような思い出を収集することを目的としています。また、この思い出を広く市民に情報提
供することで、地域の魅力を再発見することにつながり、地域のよき文化を未来に伝えることが期待できます。

９～１０ヶ月児検診時に乳児とその保護者に絵本と絵本リストをプレゼントし、併せてボランティアを中心に読
み聞かせを行い、親子で絵本に親しむ家庭の割合を高め、絵本を通じて乳児の健やかな心の成長を支援する。ま
た、親子を対象にわらべうた講座の開催や、ボランティア育成のため研修会を行う。
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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

26 埼玉 川口市 川口市立中央図書館
読み聞かせボランティ
ア養成講座

27 埼玉 行田市 行田市立図書館 子育て支援事業

ブックスタート、とことこタイム、キッズ・
リーディング・アシスタント、うたってあそ
んでわくわく絵本講座、各種お話し会、各種
映画界。

学習支援事業

セカンドブック、読み聞かせボランティア養
成講座、移動図書館、縁陰図書館、おじい
ちゃんおばあちゃんの玉てばこ、体験学習の
受入、子ども司書チャレンジ、図書館を使っ
た調べる学習コンクール

28 埼玉 越谷市 越谷市立図書館 中央図書室整備事業

29 埼玉 秩父市 秩父市立秩父図書館
郷土資料の保存及び拡
充

地域に密着した歴史的・地域的資料を幅広く
収集し、かつ劣化の進んだものについては脱
酸処理や補修を行い保存に努める。郷土資料
の適切な管理は、まちづくり等において地域
の歴史や情報を参考とする際に役立ってい
る。

子どもを対象とし
たおはなし会実施
事業及び語り手養
成事業

地域の将来を担う子どもたちの心が豊かに育
まれるよう、さまざまな年代の子どもたちに
絵本の読み聞かせやストーリーテリング等を
行い、読書活動を推進する。あわせて、読み
聞かせやおはなしの語り手を養成する講座を
実施している。

30 埼玉 草加市 草加市立中央図書館
図書館サービス・管理
運営事業中の文化事業

31 埼玉 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市立図書館
つるがしまどこでもま
ちライブラリー

32 埼玉 所沢市 所沢市立所沢図書館
所沢市立所沢図書館雑
誌スポンサー制度

地元の企業や団体等の皆様から、雑誌の寄贈
（雑誌購入費の負担）をいただき、その雑誌
の最新号のカバーにスポンサーの名称やメッ
セージ等を利用していただいております。

出張おはなし会

図書館の職員が、高齢者施設や介護施設等を
訪問し、昔話などの語り、読み聞かせ、朗
読、高齢者向け紙芝居、手遊びなどを行なう
ものです。

読書支援事業として、市内小学校で活動しているボランティアに対し、読み聞かせの技術のの習得や向上を学ぶ
機会を設けることで、活動を支援している。又、隔年で実践講座を開催し、フォローアップを行っている。

市民の学習ニーズに対応するため、越谷駅前という利便性の高い越谷市民活動支援センターに中央図書室を整備
している。

市民への生涯学習の発表の場を提供し、地域力向上や各種のスキルアップ等を図りながら合わせて資料の利用促
進を図るため、市民指導者の協力による図書館生涯学習講座、読み聞かせに従事する職員・ボランティア・市民
団体を対象にした読み聞かせ講座、読書活動のすばらしさを啓発する文化講演会の実施、草加の新たな魅力を発
信する展示ギャラリーの展示等を実施しています。

鶴ヶ島市内各所に「つるがしまどこでもまちライブラリー」を設置し、本棚をコミュニティスポットとして交流
やイベントを開催することでまちの活性化を図る。また、市民が様々な場所で本を手に取る環境を整える。
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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

33 埼玉 戸田市 戸田市立図書館 ブックスタート

34 埼玉 羽生市 羽生市立図書館 ブックスタート事業

毎月１回、保健センターで行われる１０ヶ月
児検診時に、乳児及び保護者に対し絵本をプ
レゼントし、実際に絵本の読み聞かせを行
う。絵本の読み聞かせを通じて親子のコミュ
ニケーションの機会を増やすことを目的とし
ている。

ブックトーク事業

市内各小学校の希望により、小学３年生を対
象に行っている。小学生が興味を持ちそうな
テーマを決め、そのテーマに沿った本の紹介
と同時に数十冊程度の本の貸出しも行い、児
童の読書への興味を高めることを目的として
いる。

35 埼玉 飯能市 飯能市立図書館
市民との協働による運
営

図書館ボランティアや読書活動団体と連携し
図書館事業を進める。また市民の生涯学習を
支える。

庁内各課との連携
事業

庁内組織と連携した市政情報、観光情報を市
立図書館で提供する。

36 埼玉 東松山市 東松山市立図書館
市立図書館子育て支援
事業

37 埼玉 深谷市 深谷市立図書館
ふっかちゃんブックス
タート事業

38 埼玉 ふじみ野市 ふじみ野市立大井図書館 課題解決支援事業

毎月1回、福祉保健センターで実施している「４ヶ月児検診」に訪れた乳児と保護者にブックスタートの趣旨を説
明し、絵本の読み聞かせを実演、絵本及び絵本紹介冊子「赤ちゃんの小箱」の贈呈を行っている。

乳幼児と一緒に気軽に図書館を利用できるように、市立図書館に赤ちゃん絵本や育児書などのコーナーを設置し
たり、子育て情報の提供や読み聞かせ講座等を開催する。また、図書館利用者向け託児サービスを実施する。

絵本を通じて親とこのふれあいを楽しみ、絆を深めることを目的に、生後初めての絵本（ふっかちゃんを題材と
した絵本）を配布する。

レファレンスサービス、ビジネス支援サービス、情報支援サービスの充実により、市民自らが学ぶ環境づくりを
行い、読書活動を推進する。
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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

39 埼玉 宮代町 宮代町立図書館
幼児・児童・生徒の読
書活動推進

①おはなし会、映画会、紙芝居会、ベビー
マッサージ、講演会等の幼児・児童と母親向
け行事の実施②小・中学校への学校司書の派
遣③図書館と学校図書室のオンライン化④
ブックスタート（４ヶ月）及びセカンド・
ブックスタート（小学校１年生）の実施⑤
「宮代町　図書館で調べる学習コンクール」
の実施⑥中・高学生向けビブリオバトルの実
施（事務局）

宮代町史・郷土資
料のデジタル化公
開事業の実施

宮代町及び町文化遺産、貴重資料をデジタル
化し、インターネットで公開。（１０月予定)
郷土愛を育む教育素材として活用する。また
町の情報発信力を高め、観光素材としても活
用する。

40 埼玉 毛呂山町 毛呂山町立図書館 町内石仏散策

41 千葉 我孫子市 我孫子市民図書館
　まちづくりコーナー
の運営

42 千葉 市川市 市川市中央図書館
行政の情報拠点として
の役割

43 千葉 浦安市 浦安市立中央図書館
震災資料アーカイブ化
事業

44 千葉 柏市 柏市立図書館 市民読書交流会の開催

東京大学くるるセミナー｢大人のための読書
会」受講者により結成された市民ボランティ
アグループと協同した市民読書交流会「おす
すめ本集まれ！」の開催

特設コーナーの設
置

本館内に「シニアライフ応援コーナー」「緩
和ケアを知る１００冊コーナー」「闘病記文
庫」の設置

45 千葉 木更津市 木更津市立図書館
ボランティア講座（音
訳講座・点訳講座）

町を支える人づくりの一環として、昭和５８
年から毎年、ボランティア講座（音訳教室、
点訳教室を２年交代）を実施しています。ま
た、講座終了後は、ボランティアとして活動
する参加者を募り、ボランティア活動を促進
していきます。

おはなし会

広く地域の乳幼児や子どもたちを対象にした
おはなし会を毎週開催し、また、市内の保育
園や、学校等へ出向いて絵本を読み聞かせる
ことで、子どもたちが幼少期から読書の楽し
さを知り体験することで、将来の読書環境を
整えるように子育て支援をしています。

毛呂山町町史研究会のメンバーが作った『歩いて見つけた神さま・仏さま』（図書館で簡易本として作成）を
使って町内の石仏を解説付きで見て歩く。

まちづくりに関する図書を収集し提供している。

行政情報の市民への提供のため、行政各部署や関連団体と連携した行事や展示等の実施。行政各課への、図書館
で利用できるデータベースなどのレファレンスツール情報の発信。

東日本大震災の記録や記憶などの情報を後世に継承し、今後の防災・減災活動等に活用してもらうことを目的と
して「浦安震災アーカイブ」を構築し、インターネット上に公開する。
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46 千葉 君津市 君津市立中央図書館
まちづくりに関する資
料のコーナーの設置

47 千葉 山武市 山武市立図書館
エコノミックガーデニ
ングさんむ（EGさん
む）

48 千葉 東金市 東金市立東金図書館
商工会議所広報誌にて
ビジネス関連本の紹介

49 千葉 横芝光町 横芝光町立図書館
図書館魅力発信基地化
計画事業

50 東京 大田区 大田区立大田図書館 特設コーナー設置

51 東京 北区 北区立図書館 北区の部屋事業

52 東京 千代田区 千代田区立千代田図書館

千代田区ミュージアム
連絡会設立１０周年企
画「千代田区ディスカ
バリーミュージアム」

千代田区内に集積する文化や芸術などの知的
資産を活用することを目的として、区内の博
物館や美術館などで「千代田区ミュージアム
連絡会」が設立され、現在25 館が参加。連絡
会設立10周年を記念して、区内の文化資源を
巡るツアーを３地域において開催。

ちよだ文学賞
千代田区縁の人物や区内の名所・旧跡、歴史な
どを題材にした作品を歓迎。
ジュニア文学賞あり

利用者からの身近な生活の課題解決や多様な学習スタイル、読書ニーズに対応するため、区内図書館3階に介護・
医療など3分野のコーナーを設置している。

「山武市（育てる力）集中創生戦略」のひとつである地域中小企業による経済活性化プログラム「エコノミック
ガーデニング（EG）」を導入し、さんむEG推進協議会が設立された。図書館員も会員となり、会議の出席、情報
収集、活動場所の提供などを行なっている。条例設備も予定されており、準備に関わっている。

商工会議所広報誌にて図書館が所蔵するビジネス関連の本の紹介をしている。

図書館玄関前や2階ロビーに休憩・カフェスペースを設置、移動式カフェも土日等に誘致し、気軽にカフェと読書
等を楽しめる空間つくりを行い、魅力向上を図る。

北区への愛着を深める事業として、「北区の部屋」を設置。古写真・古地図・古文章などを所蔵し、北区史に精
通した地域資料専門員がレファレンス（質問）に答える。合わせて、地域への愛着を持ってもらうため、北区を
７地区に分けてそれぞれの特徴を数多くの写真と図版でわかいやすく解説した地域歴史書の入門を発行。
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53 東京 練馬区 光が丘図書館
ミナミタナカモノガタ
リ

54 東京 清瀬市 清瀬市立図書館 結核関連資料コーナー

55 東京 小平市 小平市中央図書館 なかまちテラス事業

56 東京 調布市 調布市立図書館 映画のまち調布

57 東京 八王子市 八王子市立中央図書館
地区図書館等とのネッ
トワーク

58 東京 羽村市 羽村市立図書館
子育て支援コーナー、
ビジネス支援コーナー

図書館側のプロジェクトチーム進行のもとで、地域イベントの参加者に、他出展者への取材、店舗訪問等をして
もらい、これらをもとに南田中（練馬区内の一地域）の物語（フィクション、ノンフィクション問わず）を作っ
てもらい、最終的に小冊子を作成する。

シティプロモーションの一環として結核関連資料の常設展示コーナーを設け、本誌の医療機関が結核医療に対し
て果たしてきた多大な功績について、市の内外へのＰＲに努めている。

複合施設としての機能を活かした事業により生涯学習の振興と地域の活性化を図る。

国内外の映画・映像関連企業との連携を図りながら、フィルムコミッション事業、各種映画関連イベントを実施
するとともに、映画・映像関連企業の映画・映像に関係する取り組みの情報発信を行い、「映画のまち調布」の
PRに取り組みます。また、映画・映像関連地域資源整理を行うほか、市内の映画・映像関連企業に焦点をあてた
映画企画展、映画上映会、映画・映像の制作やワークショップなど、「映画のまち調布」の推進に資する事業を
展開してます。

市内の各市民センター内に設置されている地区図書室と図書館とのネットワーク化を図り、地域住民が身近な地
区図書館で図書館の本の貸出・返却ができるサービスを提供することにより、市民の読書活動の推進を図る。

子育て支援コーナーは幼児教育、家庭教育、名前の付け方など子育てに役立つ資料を集めたコーナー、ビジネス
支援コーナーは羽村市での創業企業ビジネスを支援するため、産業福祉センターに設置された創業支援スペースi
サロンと連携してパンフレットや創業、起業、資格取得、経営などに関連した資料を提供している。
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59 東京 東大和市 東大和市立図書館
地域資料及び地域振興
に関する資料の収集

60 東京 日野市 日野市立図書館 日野宿発見隊事業

61 東京 町田市 町田市立図書館 地域活動の支援

62 東京 日の出町 日の出町立図書館 ブックスタート事業
保健センターと協働で３、４か月児健康診査
受診時に絵本３種類の中から１冊好きな絵本
を選んでもらいプレゼントしている。

本の宅配、録音CD
の貸出

来館できない障がい者や高齢者の方へ支援事
業として、本などの宅配サービスを行ないま
す。

63 神奈川
神奈川県立図書館・

神奈川県立川崎図書館
神奈川県行政資料アー
カイブ（県立図書館）

従来紙媒体で提供していた県の主要な刊行物
のうち、件のウェブサイトで公表している統
計書、年報など（行政資料）の電子ファイ
ル、統計データ等を、地域の課題や社会のさ
まざまな問題に役立てられるよう提供する。
情報公開広聴課（県政情報センター）や神奈
川県立公文書館との連携により運営している

産業安全・労働衛
生資料の提供（県
立川崎図書館）

会社・事務所の研修用として産業安全・労働
衛生・品質管理・環境管理に関する資料
（DVD)を提供し、県内の産業振興に寄与して
いる。

64 神奈川 伊勢原市 伊勢原市立図書館
市民のための図書館教
養講座

地域の大学図書館との相互利用協定として、
大学教授などを講師にむかえて行う、市民及
び一般利用者に向けて実施している教養講
座。毎年、郷土の歴史や文化、文学などさま
ざまなテーマで講義を実施している。

図書館ミニ文化財
資料展

教育委員会や観光協会との共催で、図書館内
のミニギャラリーにて、市の文化財資料に関
する展示会を毎年実施し、市民や利用者が無
料で観覧する機会を提供している。

65 神奈川 小田原市 小田原市立かもめ図書館 郷土学習事業
郷土資料の収集を進め、その保管、活用を充実させるとともに、講座や野外観察会などの郷土学習を充実させ
る。また、古文書などの貴重資料のデジタルデータ化を進める。

当市に関する資料を中心に、多摩地域及び周辺自治体に関する収集・保存・貸出を実施している。また、まちづ
くり等に関する資料も収集・貸出を実施している。

日野図書館が事業局となり、地域の方とともに、まち歩き会や昔あそび、日野用水での生き物観察,まちの中に昔
の写真をパネル展示するなど、地域のお宝発見と保存・公開を通じて地域振興を図っている。

地域の課題解決を取組む団体に対し、レファレンス機能を活かして資料や情報の提供を行なう。
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66 神奈川 川崎市 川崎市立中原図書館

川崎フロンターレ・川
崎市立図書館合同企画
「川崎フロンターレと
本を読もう」

67 神奈川 逗子市 逗子市立図書館
健康・医療情報コー
ナーの設置

68 神奈川 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立図書館
本がだいすきプロジェ
クト　ちがさき

69 神奈川 秦野市 秦野市立図書館
短歌のふるさとづくり
事業

70 神奈川 平塚市 平塚市中央図書館 三館コラボ事業

71 神奈川 藤沢市 藤沢市総合市民図書館 図書館まつり

リサイクルブックフェアやおはなし会、地域
の自治会や商店会、社会福祉協議会などによ
る模擬店などにより、図書館を身近に感じて
もらい利用促進を図っている。

雑誌スポンサー制
度

地域の企業等から雑誌の購入費を負担してい
ただき、雑誌にスポンサー名を表示すること
で、企業は図書館来館者にPRでき、企業のイ
メージアップにつながるもの。

72 神奈川 横浜市 横浜市中央図書館
ヨコハマライブラリー
カフェ

この分野の資料を一箇所に取り揃えることで、利用者の利便性の向上及び利用の促進を図るもの。また、行政の
各所管と連携した健康・医療情報サービスを提供することで、市民の役に立つ図書館の実現を目指す。

フロンターレ選手のおすすめ本リストの配布や、図書館の広報紙「かわさき図書館だより」でのおすすめ本紹介
コーナーの連載、また、選手による川崎市立図書館での絵本の読み聞かせなど、本の魅力・読書の楽しみをひろ
げるような活動をすすめています。

子どもだけではなく、すべての市民が本を好きになってほしいという共通の思いを形にするため、地元書店やＮ
ＰＯ団体とともに協力しながら啓発事業を行うプロジェクトです。

郷土出身の歌人前田夕暮を顕彰し、前田夕暮記念室の運営、短歌大会などを実施。

博物館、美術館、図書館が共通のテーマで展示やイベントを行う事業。平成２７年度には美術館の「ペコちゃ
ん」展に合わせて、平塚市に工場のある不二家をはじめ、市内の食品会社と市のキャラクターを紹介する企画展
を行った。また、ペコちゃんが一日図書館長をととめ、本の貸出しや読み聞かせを行った。

最先端で活躍する研究者と「研究は難しそう」、「わからないことを聞いてみたい」と考えている人たちが、気
軽に話し合うことのできる場です。
毎回、様々な学術分野の最先端で活躍するゲストが、質の高い研究成果をやさしい言葉で解説するとともに、司
書が厳選した当館所蔵の豊富な資料を紹介します。
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73 神奈川 湯河原町 湯河原町立図書館
ブックスタート・セカ
ンドブック推進事業

74 新潟 新潟県立図書館
県立図書館ルネサンス
事業

75 新潟 糸魚川市 糸魚川市民図書館 まちなか図書館事業

76 新潟 五泉市 五泉市立図書館
まちなか賑わい創造事
業

77 新潟 新潟市 新潟市立図書館 ビジネス支援セミナー
新潟市産業振興財団の協力のもと、講演を
行った後に図書館員によるビジネス支援の説
明を行う。

起業・経営相談会
毎月２回、新潟県中小企業診断士協会と協力
し、図書館を会場にして実施。

78 新潟 刈羽村 刈羽村立図書館 シーグラス工作教室

79 新潟 聖籠町 聖籠町立図書館 図書館歴史講座

80 山梨 山梨県立図書館 各種イベント開催
地域の各種団体と連携し、フォーラム、コン
サートの開催や、関連資料の展示を行ってい
ます。

「贈りたい本大賞
－]大切な人に贈り
たい１冊－

「やまなし読書活動促進事業」の一環として
地元の書店組合等と連携して行っている。県
内から３千人を超える応募がある。

４か月乳児及び小学１年生に図書を１冊提供する事業。親子でのふれあい及び読書推進等を目的としており、次
世代を担う子どもたちへのアプローチはまちづくり等に資すると思われる。

図書館利用者層の拡大を目的として、平成18年度は「魅力ある県立図書館づくり事業」として、その後、平成19
年度からは「県立ルネサンス事業」の名称で、県民の生涯学習を支援する講座、講演会、コンサート等の様々な
イベント実施に取り組んでいる。

糸魚川駅前の賑わい創出のため、古い町屋（市所有）を利用して、図書館の資料を定期的（５月から11月までの
第二・第四土日）に展示・公開をしている。

図書館ホールでコンサートなどのイベントを実施し、イベントに参加した市民がまちなかを回遊するような仕組
みを商店街と連携して実施する。

８月１１日に小学生と保護者の参加を募り開催した事業。バスに乗車して当館周辺の海岸を訪れ、シーグラスを
採集。その後、当館が所在する複合施設（刈羽生涯学習センター「ラピカ」内のアトリエで採集物を利用した作
品を制作。併せて海に関する絵本も紹介。地域の人や自然に親しみながら、繋がりを深めた体験活動。

聖篭町史などをはじめとする図書館の本で、町の歴史を知ってもらい、図書館に親しんでもらうことを目的に実
施。
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81 山梨 上野原市 上野原市立図書館
ライブラリーキッズ
ルーム事業

82 山梨 甲州市 甲州市立図書館
知的書評合戦ビブリオ
バトルの開催
（塩山図書館）

これまで来館の少なかった層への働きかけと
して、中学生から一般向けのイベントとして
平成２６年度から実施。本を通じて、利用者
と職員の交流の場としても活用。又、他市町
村や学校現場等での実践講座も積極的に行っ
ている。

ブドウとワインに
関する資料の収集
（勝沼図書館）

地域に根ざした図書館を目指し、地域の根幹
産業である「ぶどうとワイン」に関する資料
を収集。地域活性化を目的にし、資料収集活
用した「ぶどうとワインの資料展」や、地元
の醸造家の方とコラボしたイベントも実施。

83 山梨 都留市 都留市立図書館 ブックスタート事業 子育て支援
各地域協働の「ま
ちづくり推進会へ
の協力事業

地域文化祭等への参加、まちづくり交流事業
開催への協力など

84 山梨 北杜市 北杜市図書館
北杜の里のホントの自
然(明野図書館）

北杜市の自然を良く知り、今後も守り続ける
為にはどうすべきかの講演会を毎年開催。野
鳥、植物、昆虫等毎回テーマを絞り、ボラン
ティアと共催で行っている。

語りとお話の会：
『甲州弁を楽しも
う』（ライブラ
リーはくしゅう）

地域住民の有志が結成した”八ヶ岳甲州弁だ
いすきの会"とともに２０００年より活動。２
０１０年より毎年７月に当事業を行い今年で
７年目を迎えた。地域の方言である甲州弁に
こだわって古くから伝わる地元の民話・伝説
を語り伝えている。

85 山梨
南アルプス

市
南アルプス市立中央図書館 ブックスタート事業

健康増進課で実施している４か月乳児健診時
に市内で生まれた赤ちゃんと保護者に絵本の
プレゼントを行っている。

子どもの読書活動
推進事業

子供たちが自主的に読書活動をできるような
環境整備、読書機会の提供と人材育成。学
校、保育所等と図書館の連携。

86 山梨 市川三郷町 市川三郷町立図書館 展示コーナーの活用

図書館の展示スペースを提供し、町内外の団
体・個人等が作成した絵や写真、工作などの
展示を行っている。新聞や広報等でお知らせ
をし多くの人たちに作品を見ていただいてい
る。

各種講座の開催
歴史講座、工作教室、手袋人形作り、読み聞
かせ講座等の住民向けの講座や体験型の講座
を開催。参加者をつどい開催している。

87 山梨 富士見町 富士見町図書館 富士見の日

絵本の読み聞かせ、外国人講師による英語資料の朗読、視聴覚資料の上映等

町の大きなイベントの一環として図書館では、古本の無料配布などを行っています。
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88 山梨 身延町 身延町立図書館 定住促進事業 ４か月児へのブックスタート
地域資料のデジタ
ル化

地域に関わる民俗的資料をまとめデジタル化
して発信する。

89 長野 県立長野図書館
可能性を形に。これか
らの「図書館」想像
（創造）会議

90 長野 安曇野市 安曇野市立図書館

図書館講座
「美味しい安曇野」～
家庭菜園から農業ビジ
ネスまで～

91 長野 飯田市 飯田市立中央図書館 ビジネス支援事業

92 長野 飯山市 市立飯山図書館
子ども読書活動推進計
画

93 長野 伊那市 伊那市立高遠町図書館
「高遠ぶらり」プロ
ジェクト

図書館がプロジェクトオーナーとなり、市民
や民間などと連携・協働して携帯情報端末用
のアプリケーションとデジタル古地図の制作
を通じて学習と観光の場を創出する。

ブックフェスティ
バル

「本の町」と銘打ち、古本市・移動本棚・写
真講座・まち歩き・ワークショップ、食堂な
ど、さまざまな「本を楽しむ・地域を知る」
場を提供する。

図書館をモデルに、公共空間が果たす役割・機能などそのあり方について、建築を志す学生、市民団体、一般県
民がメンバーとなって検討を行うワークショップを今年度開催している。6月、8月、10月の延3回開催予定。

①絵本とわらべうたの会
毎週木曜日にわらべうたを中心に親子を対象におはなし会を行う。
②ブックスタートの会
生後５か月児と保護者を毎月第２日曜日に図書館に招き、絵本やわらべ歌についてのお話と絵本のプレゼントを
行う。
③おはなし広場の開催
毎週日曜日（第２日曜を除く）に絵本の読み聞かせ、手遊びなどのおはなし会を行う。
④保育園貸出の実施
心を育てる幼児期の読書推進を目的に保育園に３００冊を貸出し、年４回入れ替えを行う。

ビジネスとしての農業を支援するため野菜づくりや農産物直売に関することを学ぶ。又関連資料も紹介する３階
連続講座。

市民の求める資料を迅速かつ適正に提供したり、学びの機会を提供することで仕事と暮らしを支援し、住み続け
たいまちづくりや自ら育つ人づくりに資する。また資料・情報提供により、市民の経済的自立、地域経済活性化
を支援、貢献する。
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94 長野 上田市 上田市立上田図書館
真田塾（主催：真田図
書館、真田図書館サ
ポーターの会）

95 長野 岡谷市 市立岡谷図書館 図書館de講座

96 長野 駒ヶ根市 駒ヶ根市立図書館 ミニSL乗車会

97 長野 佐久市 佐久市立中央図書館
望月の光と風と緑　読
書に心地よい椅子コン
テスト

98 長野 塩尻市 塩尻市立図書館
信州しおじり　本の寺
子屋事業

99 長野 千曲市 千曲市立更埴図書館 通年講座　短期講座

100 長野 東御市 東御市立図書館 各種催事・講座の事業

101 長野 飯島町 飯島町図書館 子ども読書活動推進
子育てサークル・子育て支援センター・保育
園・小中学校と連携し推進。子育て支援活動
としても位置づける。

公民館図書室支援

町内４地区のうち、町図書館から遠隔地に所
在する３地区の公民館に、地区公民館の図書
部の協力を得て、年間数回定期的に団体貸出
を行い便宜を図っている。

自分たちの住んでいる地域を知り、今後の生活に活かしていくことを目的として、真田地域に関係する方を講師
に向かえ、支援、文化、歴史、芸術等いろいろな分野の講演会を開催している。

市民の課題解決のための情報提供や市の各部署との協同での講座の開催

当市鉄道開通１００周年記念の一環として、市主催事業時にミニSL（館駐車場に特設）を運行し、資料の貸出を
行った方に乗車券をプレゼントする。（鉄道の利用促進計画）

市民の文化的交流活動を支援する場を提供し、本を介した人と人との出会いの場として利用できるよう催事・講
座を開催しています。

望月図書館を拠点とした、読書に特化した椅子コンテストを全国規模で実施した。佐久市、特に望月を全国にア
ピールし、交流人口の創出を図り、コンテスト入賞作品を図書館でしようしていくことで、地元のものづくりに
対する意欲への刺激になることも期待した事業である。

出版、書店、図書館、作家が連携し、地域の住民を対象に、出版が社会に与えている影響や出版の課題について
理解を深め、本の可能性や魅力を考える事業。住民の生活の中に本の魅力や可能性を再認識し、読書を習慣化し
ようとするものである。さらに、中心市街地に立地している塩尻市市民交流センターを核として事業を行うこと
により、商店街のある中心市街地での文化事業をおこなうことにより、集客力のある地域の事業と位置づけ、本
市の地域振興を行うものである。

通年講座：「歴史」「文学」を中心に、市民の要求に沿った内容の講座を一年を通じて提供。短期講座：市民の
要求に沿った内容の講座（１，２回で完結）を提供。
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102 長野 池田町 池田町図書館
池田町社会資本総合整
備計画　交流センター
事業

103 長野 小布施町 小布施町立図書館 まちじゅう図書館

104 長野 軽井沢町 軽井沢町立図書館
中軽井沢町立図書館の
設置

105 長野 御代田町 御代田町立図書館
ファーストブック・セ
カンドブック事業

106 長野 川上村 川上村文化センター図書館 ふれあい出前図書館

107 長野 下條村 下條村立図書館
小学生図書館ボラン
ティア

毎週土曜日、公立図書館にて小さい子ども達
に読み聞かせを実施

陽皐（ひさわ）郵
便局での貸出事業

村内の局にて局員による局利用者への貸し出
し。村立図書館の本を常時200冊配架。

108 長野 豊丘村 豊丘村図書館 ファーストブック

109 長野 中川村 中川村図書館
ブックスタート事業・
セカンドブック事業

110 長野 原村 原村図書館
「米粉ベーカリー」貸
出事業

111 長野 山形村 山形村図書館
地域コミュニティ再生
事業

町中に人が流れるような道路整備計画と図書館と公民館機能を併せ持つ交流センター

町内の酒屋、銀行、カフェなどの一角に本を置き、訪れる人と本を介して交流する。

１０ヶ月児、小学校１年生に本をそれぞれ１冊ずつプレゼントし、親子読書の推進を図る。

満1歳になったお子さんへ、絵本を2冊プレゼントする。

学んだ知識を実践するきっかけづくりとして「米粉のベーカリーや」「米粉のレシピ集」を貸し出し、米の消
費、普及につとめている。

地域への帰属度が低下し地域のきずなも薄れてきている中で地縁により学校を核とした新たな根地域コミュニ
ティの構築を進め、子どもたちの育ちを中心とした多世代交流及び図書館の環境整備を行う。

高齢者　特に冬に各地区に出向き、出張図書館を行う

７か月児を対象にファーストブックとして２冊をプレゼント。乳幼児に絵本を読み聞かせることの大切さについ
て知り、絵本を育児の中に取り入れてもらう。絵本を通じて親子のふれあいを深める。乳幼児の絵本に引き続
き、物語絵本へのステップとなるように３歳児を対象に絵本を１冊プレゼントする。絵本を通じて親子のふれあ
いを深める。

中軽井沢駅の中に図書館があり、ここを拠点として中軽井沢の街の活性化を図ってゆく。



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 2/6 （関東地区）

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

112 静岡 裾野 裾野市立鈴木図書館 あいとへいわ展

113 静岡 静岡市 静岡市立中央図書館 特別上映会

114 静岡 藤枝市 藤枝市立駅南図書館
藤枝エコノミックガー
デニング事業

115 静岡 浜松市 浜松市立中央図書館 ビジネス支援サービス

116 静岡 三島市 三島市立図書館
図書館電子情報推進事
業

貴重な三島の地域資料の保存と活用を図るた
め、マイクロ化・デジタル化し、整備を進め
る。更に検索機能をつけることにより、利便
性の向上を図っている。

ブックスタート、
セカンドブック事
業

絵本を介して親子の絆を深め、読み聞かせの
大切さについて理解してもらうことを目的と
して、健康づくり課で実施する3ヶ月児健康教
室、2歳児健康相談会に参加する親子対象に実
施。絵本の読み聞かせをしながら絵本をプレ
ゼント。セカンドブックでプレゼントする絵
本には、地元縁の3人の作家の絵本も候補に選
定してあり、郷土への愛着を深めている。

117 静岡 清水町 清水町立図書館 ブックスタート事業

118 静岡 東伊豆町 東伊豆町立図書館 各種図書館事業 図書館学習会、開館記念イベントワールドフェスタ等

浜松市立城北図書館において、ビジネス支援コーナー設置　ビジネス分野の図書・雑誌の収集、テーマ展示、イ
ンターネットコーナーでの商用データサービス。リンク集の提供、起業・創業等をテーマとした講演会に支援
サービス。紹介を組み込んだ講座の開催

1歳6か月児健診の際、絵本を手渡しするほかに、保護者に絵本の紹介や図書館の案内をして、絵本を介して、親
と子のふれあいのひとときの大切さを啓発します。

友好都市カンヌ市の映画祭りに合わせたシズオカ×カンヌウィーク期間中の特別上映会

家族で平和について考える機会を持ってもらうため、図書館ボランティア団体が中心となり実施。子どもたちの
夏休み期間中、テーマに沿った図書館所蔵資料の展示・貸出、イベントを開催。


