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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 富山 南砺市 南砺市立中央図書館
地域振興に役立て
る図書館事業

2 富山 朝日町 朝日町図書館
おとまりとしょか
ん

図書館に興味をもっていただくため、町内在
住の小学生とその保護者に図書館に宿泊して
いただき、様々なイベントを体験していただ
く。

図書館講座「楽し
く『徒然草』を読
もう

町内在住の方を講師にむかえ、『徒然草』に
ついて学ぶ。

3 富山 舟橋村 舟橋村立図書館 お月見コンサート

4 石川 珠洲市 珠洲市立中央図書館
ブックスタート事
業

5 石川 七尾市 七尾市中央図書館
企画展示「地域づ
くりコーナー」の
設置

6 石川 能美市 能美市立図書館
まちづくり出前講
座

7 石川 野々市市 野々市市立図書館

文化交流拠点施設
（新市立図書館等
複合施設）整備事
業

当館は南砺市福光地域の中心市街地に立地しており、旧ショッピングセンター跡を回収してH22年4月に開館。地
元商店街、商工会、各種団体と連携して次のような事業を実施し、街中の賑わいづくりに役立てている。百縁市
のスタンプラリーのチェックポイントに図書館がなっている（年２回）、7月下旬に開催される「福光ねつおくり
七夕祭」の期間中、開館時間を午後8時まで延長、福光まちなか文化祭の1会場として、「商店主が薦める１冊」
の実施等に協力、地元出身の政治家（松村謙三）や戦時中、福光に疎開していた世界的版画家（棟方志功）に関
する資料を収集・整理・保存し、地元の各種団体と連携して、企画展示等を実施している。

9月に地域ボランティアや児童くらぶの協力を得て100名をこえる親子連れでにぎわっている

市健康増進センターで、３，４か月健診時に実施

市民の多様な生涯学習ニーズに対応できる資料を用意し、市民協働のまちづくりを推し進める拠点として、公民
館等の図書館以外の生涯学習機能も有する新図書館をつくる。

地域づくりに関する図書や資料を３８点、専用の棚に表紙を見せるように配架し、市民に関心を持って貰えるよ
うな企画展示を心掛けている



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 3/6 （東海北陸地区）

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

8 石川 中能登町 中能登町立鹿島図書館

学校図書館ボラン
ティア、図書館ボ
ランティア養成講
座

9 福井 あわら市 あわら市芦原図書館 絵本の会

10 福井 越前市 越前市中央図書館 読書のまち宣言

11 福井 鯖江市 鯖江市図書館
えきライブラリー
tetote(てとて）

JR鯖江駅２階の空きスペースを有効活用し、
まちづくりにつなげるというプランをきっか
けに実現したものです。市内２つのＮＰＯ団
体からなる協働事業体が運営にあたります。

さばえライブラ
リーカフェ

地域の様々な分野で活躍する方々を講師に、
講演と交流を楽しむ会。ケーキ付カフェ５０
０円でだれでも参加できる。

12 福井 池田町 池田町立図書館
地方創生戦略バッ
クアップライフプ
ラン事業

13 福井 美浜町 美浜町立図書館 企画展示コーナー

14 岐阜 岐阜県図書館
郷土を知り学ぶ機
会創出事業

郷土の作家や偉人、歴史・民俗、伝統文化を
知り伝承する機会を設けることで、県民がふ
るさとへの誇りや愛着を醸成することを目的
として、企画展示室をリニューアルし、「郷
土作家」の常設展示を実施する。

世界に開かれた交
流の場創出事業

国際化に対応する人材育成を図るため、語学
関係・洋書、各情勢に関する専門書を充実し
た「海外情報コーナー」を新設する。また、
英語力向上を支援する講座として「ICTグロー
バルコミュニケーション講座　Twitter・Blog
から始めて英語で本を出版！」を実施する。

15 岐阜 恵那市 恵那市中央図書館
読書習慣づくり事
業

ブックスタート（０歳児へ絵本プレゼン
ト）、ファーストメッセージ（3歳児へプレゼ
ント付読書手帳）、セカンドメッセージ（小
学１年生へ児童書パンフレット配布）

読書環境推進事業
読書活動推進団体活動補助金、学校・コミュ
ニティセンターへの図書配送

町の政策に合わせたコーナー作り

図書館でボランティアを募り、小中学校等の朝読書タイムでの読み聞かせを行い、児童・生徒へ本を楽しむきっ
かけを作っている。ボランティアさんと交流を深めることで図書館と地域との連携につながっている。また、年
に４回養成講座を開催し、ボランティアの育成に努めている。

子育てのしやすいまちづくりの一環として、絵本をとおして子育てを楽しんでもらえるよう、毎月1回子育て支援
センターに司書が出向き、絵本の読み聞かせ、紹介等をおこなう。

いつでも、どこでも、誰でも読書に親しむことができる環境を整え、夢や希望を語り合えるまちづくりを目指
し、平成25年に読書のまちを宣言し、宣言に基づき、絵本の読み聞かせなど読書活動の推進に努めています。

①読書週間を身に付けるための環境づくり。絵本の読み聞かせボランティア育成・研修機会の提供。保育士・教
員への働きかけ②学校、家庭、図書館の連携推進③読書機会の提供。読書環境の整備・充実、読書活動ネット
ワークの整備。④読書の楽しさを伝える啓発活動。読書活動への理解と普及のための啓発事業の開催。
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16 岐阜 各務原市 各務原市立中央図書館
「本の街かかみが
はら」推進事業

マーケット日和の中でふるほんマーケット
（青空古本市・一箱古本市・古書即売市）、
絵本作家のワークショップ・トークショー等
を開催している。

読書の普及推進事
業

移動図書館者を活用した子ども館や幼稚園
等、イベント等への出前図書館、２歳児歯科
教室の待ち時間を利用した読み聞かせ、英文
多読資料の充実など。

17 岐阜 郡上市 郡上市図書館
図書館おとなの学
校

18 岐阜 関市 関市立図書館
関市の魅力を全国
に発信する

19 岐阜 高山市 高山市図書館
煥章館セミナー
市民の健康講座シ
リーズ（全９回）

市民生活を送るうえで、もっとも重要である
「健康・医療」の問題についての課題を考え
る全９回の講座。各回、医師や薬剤師など、
専門家を講師に向かえ、健康や医療について
の詳しい情報をわかりやすく話していただ
く。

ふるさと歴史・文
化　地域講座シ
リーズ（全３回）

高山市内各地域の歴史に関する講演会を開催
し、住民の郷土についての理解を深めるとと
もに、郷土資料等の利用の促進をはかる。

20 岐阜 多治見市 多治見市図書館

まるごと元気！多
治見”をサポート
する～企画展示事
業～

21 岐阜 中津川市 中津川市図書館 読書推進事業

平成２７年度6月に策定された『中津川市教育
振興基本計画』には、「読書」による人づく
りを掲げており、『中津川市民読書基本条
例』・『中津川子ども読書活動推進計画』に
基づいて全市的な読書活動をすすめている。
読書活動をすすめることで、地域づくりや心
豊かな人づくりに役立てていく。

サポーター養成講
座

読み聞かせボランティアや図書館運営に携わ
るボランティアを養成する講座を開催し、読
書環境を支える市民を育てると同時に、市民
一人ひとりの生きがいにつなげて、人づくり
や知己作りに役立てている。

22 岐阜 羽島市 羽島市立図書館
「イタセンパラ」
の展示

「地域の人が、地域の人に、地域のことを伝える」をモットーに授業料なし、出入り自由で開催する授業。

関市の観光資源としての刀剣・刃物・惟然・円空・仙厓に関する文献や写真集など特別なコレクションを構築し
ている。

「幼児（親子）の読書」、「子育て」、「老年学」、「地域情報」、第７次総合計画で描かれる内容を切り口
に、それぞれ隔月でテーマを設け、関連資料の紹介や時事情報、生活に役立つ情報を発信し、新たな図書館の魅
力を発信します。

図書館内に期間限定で水槽を設置し、地域に生息している珍しい魚である「イタセンパラ」を展示している。
（教育委員会生涯学習課が実施し、設置場所を提供している。)



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 3/6 （東海北陸地区）

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

23 岐阜 飛騨市 飛騨市図書館 飛ぶ図書館

図書館から遠隔地にあたる地域の振興事務
所・公民館に図書館職員が出向き、貸出返却
を行う出張サービス。当日の貸出サービスの
ほか、地域によっては常時図書を貸借できる
本棚を設置している。

展示の森
館内の展示スペース（展示の森）に、市内の
サークル活動や講義で作成した作品等を無償
で展示する。

24 岐阜 美濃市 美濃市図書館
読み聞かせ事業
（おはなし会）等

25 岐阜 美濃加茂市 美濃加茂市立図書館
まちじゅう図書館
推進事業

26 岐阜 本巣市 本巣市図書館
郷土が誇る先人・
偉人展「高木貞
治」

27 岐阜 山県市 山県市図書館 図書館講座

28 岐阜 大野町 大野町立図書館
読書週間の行事の
実施

春・秋の読書週間行事を行い、図書館・図書
に親しみを持っていただきます。特に、未来
の大野を背負う子どもたちに図書を楽しんで
いただける行事となるように努めておりま
す。

こどもの読書週間

絵本作家を迎えて「よみきかせ＆ミニ絵本を
つくろう」を実施。第１部では、絵本作家に
よる自作絵本の読み聞かせ、第2部では「ミニ
絵本作り」を行い、親子で参加いただいてお
ります。

29 岐阜 岐南町 岐南町図書館
ブックスタート事
業

定期的に子どもを中心とした読み聞かせや、ボランティア団体による社会福祉施設での読み聞かせ（紙芝居含
む）を実施すると同時に、乳幼児健診時に「はじめての絵本教室」と題し乳幼児を持つ親に本の読み聞かせ等を
指導。

まちじゅう図書館は、交流の図書館。店や家、商店街などにスタッフのお気に入りの本を置くことによりお客様
とコミュニケーション！例えば、酒屋さんだったら、酒や肴の本。パン屋だったらパンやコーヒーの本など。街
角に「本がある」場を通じて人との繋がりを願い、活動をお客さんと一緒に楽しんでいく。

乳幼児の親子を対象に絵本の楽しさを知ってもらうための講座（リズムに合わせ体全体を使った読み聞かせ、英
語の絵本の読み聞かせ、絵本にあわせたちぎり絵づくり）を開催する。

多くの方に本巣市出身者を知っていただき、先人・偉人を育んだ郷土本巣を再認識していただく。

乳幼児健診の際に初めて読む本として親子に絵本をプレゼントし、本による情操教育のきっかけをつくる。
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30 岐阜 御嵩町
中山道みたけ館

（御嵩町立図書館）
本との出会いの場の
提供

・図書館講座の開催
「押し花でしおりをつくろう」「ルリュール講座」「伊
勢型紙でしおりをつくろう」など
・子ども向け図書館講座
「夜のおはなし会」「一日図書館員」「アートバルー
ン講座」など

ボランティア活動の
充実

・本のお医者さん活動（毎月第2木曜）
・「わくわくタイム」「絵本の広場」を定時開催

31 愛知 大府市 おおぶ文化交流の杜図書館 図書館子ども祭り
図書館と地元住民のサポーター、中高生によ
る共同イベント

市民向け講座
ふるさと講座、文章講座、子育て支援講座に
よる文化活動、子育ての支援

32 愛知 蒲郡市 蒲郡市立図書館
まちづくりの本
コーナー

33 愛知 刈谷市 刈谷市中央図書館 森三郎顕彰事業

本市出身の童話作家・森三郎の功績を称え、3
年に1度全国から童話を募集し、優秀者を表彰
する「森三郎童話賞全国募集」を実施してい
る。また、毎年、市内小中学生から読書作文
や創作作文を募集して、優秀者を表彰する
「森三郎童話賞子ども部門」を行い、地元地
域の文化振興を行うとともに、創作発表の場
を提供している。

巡回サービス事業
図書館から市内小中学校や幼稚園、保育園
に、依頼のあったテーマごとに本を選書し、
配送する事業。

34 愛知 北名古屋市 北名古屋市図書館 図書館は玉手箱

35 愛知 清須市 清須市立図書館
日本一ビールに詳
しくなるための図
書コーナー

36 愛知 江南市 江南市立図書館 図書館まつり 利用者へのサービス拡大や新規利用者獲得のためのイベント

図書館と併設する昭和日常博物館を一体の建築として捉え、場としての図書館を意識した事業として開催。人々
が集い、交流する機会を提供する図書館として、地域コミュニティの核となる取組として実践している。

まちづくりの本コーナーを設置し、まちづくりに関する資料を選書・収集し、市民や利用者の方々にコーナーを
大いに利用していただき、まちづくりに生かしていただく事業

キリンビール名古屋工場(清須市）の協力のもと、ビールに関する様々な資料を集めた図書コーナーを設置。設置
する本棚のデザインは、名古屋芸術大学スペースデザインコースの学生に依頼。現在は仮の本棚にて展開、来年
度には正規の本棚を設置予定。
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37 愛知 小枚市 小枚市立図書館
地域ブランドコー
ナーの設置

38 愛知 田原市 田原市中央図書館
行政支援・議会連
携サービス

39 愛知 知多市 知多市立中央図書館
知多市図書館を
使った調べる学習
コンクール

40 愛知 津島市 津島市立図書館 郷土史講座

41 愛知 東海市 東海市立中央図書館
日本福祉大学連携
事業

名古屋コーチンや小枚山など、市の商工産業、文化財など関連図書の展示等を定期的に行なう。市のホームペー
ジなどで情報発信する。

海部地域の歴史や文化・産業に関する講演会・町歩きなどを毎月開催。郷土についての理解を深めるとともに、
住民が主体となって地域の歴史文化を掘り起こす観光まちづくりの促進を図る。

日本福祉大学との連携により、附属図書館東海分館を市民が利用できる。また、東海市図書コーナーに一般書
（小説・実用書等）や市の郷土資料などを配本し、ラウンジ（雑誌コーナー）に一般雑誌２０誌を配本する。

１、レファレンス　新聞記事検索や企画立案に関する文献調査など、業務に関する調べ物のお手伝いをします。
２、複写　業務で必要な図書館資料について、著作権法の範囲内でコピーを提供します。　３、団体貸出　業務
に必要な図書館資料を、配達・回収します。必要に応じて、図書館員が選書も行います。　４、政策・イベント
のPR展示　政策・イベントのPRやパブリックコメントの意見募集など、図書館内で関連展示を行います。

対象は市内小学生で、子ども達で自分で課題を見つけて調べ、解決し、わかったことを自分の考えで作品にまと
め応募するコンクールです、知多市で開催することで地域に関するテーマで調べることもでき、地域で発表の場
を設けることで主体的に学ぶことをより身近に感じることができます。
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42 愛知 常滑市 常滑市立図書館
陶と灯の日　灯籠
作り

43 愛知 長久手市 長久手市中央図書館
図書館ボランティ
ア

44 愛知 名古屋市 名古屋市図書館

職員向けホーム
ページの作成・行
政レファレンスの
受付
（鶴舞中央図書
館）

名古屋市職員向けホームページに図書館業務
紹介ホームページを設置、レファレンス受付
等を実施。

中村公園まつり
（中村図書館）

絵と書道の作品募集と入賞作品の展示.
毎年夏休み期間中に開催される中村公園なつ
まつりで、公園などに因んだ絵や書道の作品
を募集して、その中から選ばれた入賞作品を
図書館内に展示する。さらに、「中村図書館
館長賞」を設けて、賞状と楯をその入選者に
授与している。

45 愛知 日進市 日進市立図書館

市民ニーズに沿っ
た施設運営（啓発
事業・図書館ボラ
ンティア）

46 愛知 碧南市 碧南市民図書館
碧南市の図書館
サービス計画

47 愛知 みよし市 みよし市立中央図書館

複合施設建設事
業・図書館学習交
流プラザ管理運営
事業

１０月１０日の「陶と灯の日」に行なわれるイベント「灯籠の日」に浮かべる紙製灯篭を制作する「灯籠作り」
を実施する。夏休みを利用して図書館で開催する自主事業であり、灯籠の制作にあたっては、商工会議所や商店
街の協力を得ている。

図書館ボランティア登録をして、図書整理、読み聞かせなどの活動をしている。

読み聞かせ、図書に係るイベントの開催や、ボランティアの養成、活動支援を行っている。

碧南市はものづくりのまちであり、地元産業や地域の発展に寄与するようなサービスを心がけてる。具体例とし
て、平成28年には愛知県で開催される「しょうゆサミット」に関連し、地元の白しょうゆの工場の見学を行い、
秋には白しょゆづくりの体験を予定している。

市の中心市街地の拠点整備
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48 愛知 豊川市 豊川市中央図書館 図書館コラボ展示

49 愛知 大口町 大口町立図書館 図書館運営事業

50 愛知 蟹江町 蟹江町図書館
人形劇・わらべう
た講座

51 愛知 武豊町 武豊町立図書館
図書館開館３０周
年記念作家講演会

52 愛知 東浦町 東浦町中央図書館
図書館の魅力向上
プロジェクト

図書館内でカフェや上演会、コンサートなど
を開催。

ぐるぐる図書館 in
東浦

町のいろいろな場所に本があり、本をとおし
てコミュニティを活性化する。

53 愛知 美浜町 美浜町図書館
ブックスタート事
業「はじめまして
絵本」

町内の4か月と1歳半のお子さんに絵本をプレ
ゼントすることで子育てを支援する。

図書館フェスティ
バルIKOU

図書館へ行こう、図書館で憩うをテーマとし
た、イベント。ワークショップやおはなし会
等を実施し、図書館への来館促進、地域連携
の場としての図書館利用促進をねらう。

54 三重 三重県立図書館
ビジネス情報コー
ナーの運営

55 三重 伊賀市 伊賀市上野図書館
伊賀市地域活動支
援事業成果報告展
示

地域活動支援事業の成果報告の展示

読み聞かせ講習会等を実施してボランティアの人材育成や家庭での読み聞かせ推進に努める。また、子育て支援
ボランティアと連携を図り、読み聞かせ会等を協働で開催して、活動の場を提供する。

幼児・児童を対象に親子で人形劇を鑑賞する。昔から受け継がれているわらべうたを学び親子のふれあいの時間
をもうける

中央図書館のエントランスなどの展示スペースにて、豊川市役所各課等が市民にPRしたいことを、ポスターやチ
ラシを制作して設置。図書館は、各課の内容紹介とともに、関連資料を展示・貸出することにより、図書館から
自治体の情報を発信し、地域振興に役立てる。

武豊町に伝わる「浦島太郎伝説」について理解を深めるため、「浦島太郎伝説」に見識があり、多数の著作を執
筆されている作家を招いた講演会を開催し、郷土について学ぶ。

地域活性化、地産地消などを含む幅広いビジネス資料を設置している。また、図書館セミナーで関連機関と連携
した「コミュニティビジネスセミナー」等を開催している。
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56 三重 いなべ市 いなべ市図書館
子どもの読書週間
関連行事

「いなべ市子ども読書活動推進計画（第２
次）に沿い、次代を担う子ども達の読書活動
を推進し、すべての子どもたちが本に親しめ
るような取り組みを、年間を通して定期的に
行なっている。

こども読書活動推
進啓発イベント

「図書館まつり～親子ブックフェスティバル
～」などを開催。

57 三重 尾鷲市 尾鷲市立図書館
本読み子育て推進
事業

58 三重 鈴鹿市 鈴鹿市立図書館 広報特集コーナー

59 三重 大台町 大台町立図書館
ユネスコエコパー
クPR事業

60 三重 紀宝町 紀宝町立鵜殿図書館
課題解決型図書館
サービス推進事業

61 三重 多気町 多気町立勢和図書館

勢和図書館　食
農・伝承・手仕事
プロジェクト”お
まめさんかぁ”

合併後の地域（アイデンティティ）の再生を
目的に世代間伝承を通じて行った。毎日、体
験と読書をつなぎ、生活に地域に役立つ図書
館をアピールした。プロジェクト名「おまめ
さんかなぁ」は「元気ですか？誠実に生きて
いますか？」の意味の方言

ほんとカフェ

「学習権の保障」という使命をまっとうする
ために学び合い、語りあう場であることを実
感してもらえるよう「地域の縁側」づくりを
行いたいと考えた。地元の人たちの力をもら
い、またその人たちの力となるようしくみを
考えた。参加者が自らミルしてコーヒーを淹
れ、本とともに楽しむ。つながりを生む場と
なっている。

大台ケ原・大峯山・大杉谷ユネスコエコパークの拡張登録により、大台町全域がユネスコエコパークになったこ
とを受けて、移行地域に暮らす町民に対して図書館から広く情報を発信する。そして、情報発信や事業を通じ
て、大台町について再発見する機会を得る。

新規就農や起業などビジネスに役立つ本を集めた「ビジネス情報コーナー」の設置や、無料で使えるオンライン
データベースの導入、そのデータベースの活用講座やビジネス支援講座の開催など実施

毎月、市の広報に掲載される特集ページのテーマに沿った、所蔵資料を集めたミニコーナーの設置（貸出も可
能）

①青空図書館inおわせ
熊野古道センター内での講演会や芝生広場でのピクニックライブラリーや読み聞かせを楽しめるコーナー、くつ
ろげるカフェや雑貨販売など。開催は１０月。
②読み聞かせ事業
年間を通じて、皇學館大学教育学部の学生やボランティア、図書館職員が、図書館での読み聞かせを行う。市内
幼稚園・保育園、小中学校で「出張講座」も開催。
③妊婦さんのための手作り絵本教室
本読み子育ての第１段階として、福祉保健課と連携し、妊婦さんを中心にお父さん、おじいちゃん、おばあちゃ
んなど、大人の人を対象に、誕生する赤ちゃんに贈る絵本作り教室を開催する。



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 3/6 （東海北陸地区）

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

62 三重 明和町 明和町立図書館 としょかん市
本館にて、不用となった本でまだ利用可能な本を再度地域利用者の方に利用してもらうリサイクル市です。毎年
秋の読書週間におこなっています。例年廃棄をする本で利用可能なもの等あわせて2000冊ほどです。


