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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 鳥取 鳥取県立図書館
図書館ビジネス支
援推進事業

図書館のビジネス支援機能を紹介するセミ
ナーや広報活動等を実施し、県民、特に企業
関係者、産業支援機関にPRする。

講演会「図書館を
活用した企業支援
の可能性」の開催

産業支援機関職員、図書館関係者、行政担当
者等を対象に、図書館を活用した企業支援を
考える講演会を開催

2 鳥取 倉吉市 倉吉市立図書館 ビジネス支援事業

3 鳥取 境港市 境港市民図書館
境港市読書活動推
進大会

4 鳥取 鳥取市 鳥取市立中央図書館
まちライブラリー
運営業務

5 鳥取 大山町 大山町立図書館 図書館事業

6 鳥取 北栄町 北栄町立図書館
ブックスタート事
業

「マタニティ・ファーストブック」妊娠中の
母親が赤ちゃんに絵本を読んで語りかけるこ
とにより、母子の豊かな時間と胎教効果を育
むことを目指す。健康推進課で母子手帳を発
行時に「絵本引換券」を同時に発行し、都合
の良い日時に来館してもらい絵本などをプレ
ゼントする。「ブックスタート」地域に生ま
れたすべての赤ちゃんと保護者が、絵本を介
してゆっくり心ふれあうひとときを持つきっ
かけをつくる。町の健康推進課が行っている
乳児検診時に、図書館司書と読み聞かせボラ
ンティアが出向き、ブックスタート事業の趣
旨を説明した後、赤ちゃんとその保護者に読
み聞かせの実演を行う。

おはなし会

小さい頃から絵本に親しみ、お話に集中する
ことで、想像力や豊かな感性が芽生え、安定
した心を育むことを目的に実施する。館内‐
毎週日曜日に開催。畳のコーナーで親子に絵
本の読み聞かせを行う。館外‐こども園や子
育て支援センター、小学校に毎月1回読み聞か
せに出掛ける。

当館では、”仕事に役立つ情報は図書館で！”　という思いのもと、平成１７年度から、ビジネス支援に取り組ん
できました。平成２６年度には、ビジネス・農業支援コーナーを設置し、ビジネスに役立つ資料を配架し、市民の
方へ提供をしています。他にも相談会など各機関と連携し、タイアップ事業も行っています。

「赤ちゃんから大人まで本で楽しいひといきを」というテーマのもと、市民の読書活動を推進することを目的と
し、毎年１１月に、「年度テーマに沿った講演会」、「学校図書館展示」、「読み聞かせ団体等による読み聞か
せ」、「体験教室」、「読書に関する展示」、「クイズラリー」等を実施している。

まちライブラリーとは、市民がメッセージを付けた「おすすめ本」を持ち寄り、まちの身近なところに小さな図書
館（本棚）をつくり、「本」をとおして「人」とつながりあおうという活動。市立図書館がモデル的に実施し、普
及に努めている。

図書館巡回車の有効活用、読書ボランティアの育成、地域資料の充実等
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7 鳥取 琴浦町 琴浦町立図書館
ブックスタート事
業

8 鳥取 伯耆町 伯耆町立図書館
ブックスタート事
業など

9 鳥取 日野町 日野町図書館 よらいや図書館

10 島根 島根県立図書館
子ども読書活動推
進事業

11 島根 益田市 益田市立図書館
子育て親力パワー
アップ事業

12 島根 海士町 海士町中央図書館
島まるごと図書館
事業

公共図書館を中心に、保～高校図書館、地域
分館を島内に点在させ、島を挙げた図書館活
動の推進を行っている。

ブックサロンの定
期開催

毎月１回、夜の図書館を活用して交流及び学
習を目的としたイベントを開催。海士のまち
づくり・産業・教育・福祉といったテーマで
町の実践者を囲み、意見交換を行う。

13 島根 邑南町 邑南町立図書館
ブックスタート事
業

14 岡山 岡山県立図書館
「岡山情報発信プ
ログラム」に基づ
く事業

「日野町中町中図書館」として、”図書館から遠い””忙しくて借りにいけない”と言う人に、図書館や本を身近
に感じてもらおうと、地域の人が集まる場所やお店などに専用の本箱と看板を置き図書館から本を貸し出して利用
してもらう取組。現在町内１３箇所に設置済み。

図書館ボランティア団体に業務委託し、各地で絵本を中心とした読み聞かせや、子育て関連の講演会、研修会を行
なっている。

４か月児健診、１年６か児月時健診、３歳児健診において、絵本をプレゼントし親子読書の大切さを知ってもら
う。その他、おはなし会、ぬいぐるみお泊り会、わらべうたなどの行事を実施。両親学級での親子読書の普及を
行っている。

郷土資料のデジタル化による情報発信など

県内すべての公立学校図書館に学校司書を配置し、子どもの読書活動や学校図書館を活用した教育を推進します。

０歳から１００歳まで各年代を対象としたさまざまな事業を展開。公民館などを活用した出張講演会及び出前図書
館の開催、ブックスタート事業、工作教室、布絵本教室、本のリサイクル市んど。

子育て支援の一環として、６ヶ月児・３歳児の検診の際に絵本をプレゼントし、読み聞かせの大切さを伝え、読み
聞かせを行う。
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15 岡山 赤磐市 赤磐市立中央図書館 子育て応援事業

「子育てするなら赤磐市」の実現に向けて子
育て応援コーナーをつくり、子育て関連資料
を中心に排架し、資料で子育てを応援する。
また、４か月健診時に絵本のリストを渡し絵
本を介して親子のふれあいを持つ重要さを伝
えるとともに幼少時からの子供の読書活動の
推進を図る。（平成２９年度からは絵本を手
渡す予定。）

図書館主催講座開
催事業

健康増進課や子育て支援課、暮らし安全課や
介護保険課などの市役所各課や大学関係者な
どと連携し、また専門分野の研究者に依頼す
るなどして、様々な講座を開催し日々の暮ら
しの課題解決や健康づくりまた生涯学習の推
進などに役立ててもらう。

16 岡山 倉敷市
倉敷市立中央

図書館
子育て支援コー
ナー整備事業

子育てをしている人の支援を目的として、平
成２１年度から６館（中央、水島、児島、玉
島、船穂、真備）すべての図書館に子育て支
援コーナーを設置している。子育て支援図書
資料・赤ちゃん向け絵本の充実を図り、子育
て支援図書リストを配布し、子育て世代の利
用を促進する。

子ども読書活動推
進事業

第３次子ども読書活動推進計画の推進を目的
として実施した。各図書館で倉敷市子ども読
書活動推進講座、読み聞かせボランティアの
育成のための講座を実施し、また４月からこ
ども読書通帳の配布を行っている。

17 岡山 総社市 総社市図書館 出前サービス

図書館や公民館図書室、自動車文庫を訪れる
利用者だけでなく、実際に足を運びにくい市
民を対象に、図書館職員が地域や施設に出向
いて読み聞かせ等のサービスを行う事業。具
体的には、親子の交流の場である「つどいの
広場」に出向いて絵本の読み聞かせをした
り、地域の高齢者サロンやグループホームを
訪問したりしている。

公民館図書室ネッ
トワーク事業

図書館と３館の公民館をネットワークで結
び、物流含めたサービスを展開して、地域の
住民の要望にこたえている。

18 岡山 玉野市 玉野市立図書館

企画展示「港まち
玉野と海のくら

し・しごと展」及
び関連講座「くら
しを支える港の仕

事」

19 岡山 真庭市
真庭市立久世

図書館

本の香がするまち
づくり事業

①司書資格取得の
支援

司書資格取得講習・講座費用の一部を市が補
助し、受講後「まにわ本クラブ」に登録して
もらい、図書館のサポートしていただく。

本の香がするまち
づくり事業
②市民主体の図書
館運営

「まち並み図書館」の推進。開きスペースを
活用した書架の設置を地区や団体、起業から
つのり、自由に貸し出しなどを行っていただ
く。会員証看板の掲示を行い、市民や観光客
がくつろいで本を読む場所を提供する。

港町である玉野市ゆかりの連絡船等にまつわる資料や品々、及び海事関連図書の展示を行う。また、地元の港湾事
務所職員を講師に、市内の港の利用状況に関する知識を深める講座を開催。
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20 岡山 美作市 美作市立図書館
おかやま子ども応
援事業・放課後子
ども教室

地域ぐるみで子どもを育てる体制整備の一つ
として放課後の居場所づくりを目的に放課後
子供教室を展開している。放課後や週末に図
書館（中央図書館、作東図書館、英田図書
館、大原図書館）にて5団体の有償ボランティ
アによる読み聞かせ各図書館にて毎月1回程度
未就学児、小学生を対象に読み聞かせを実施
している。

本大好き応援事業

専門職（図書館司書や民間書店の専門員）を
活用し、保育所児童から幼稚園児、小学生、
中学生、高校生に対し、学年に会った図書を
数冊選び、その作者のプロフィールや本のあ
らすじ（概要）などを紹介していく「本のコ
ンシェル」を各学校に月1回程度派遣する。

21 岡山 勝央町 勝央図書館

「地域が先生」事
業-勝央知産地生
（ちさんちしょ
う）

多くの本に出合うきっかけづくりとして地域
住民と協力してイベントを実施。住民を講師
として住民の持つ技術や知恵を生かし、住民
同士の交流をつくり読書をに親しむ。ほかに
ブックカフェも開催、カフェの収益金を「地
域が先生」の運営に充てる。

資料収集・特集・
展示の実施

勝央町の各部局のイベント、勝央町公民館・
勝央文化ホール・勝央美術文学館のイベント
や事業に関連した資料収集や特集展示を実施
している。また、特産物や地域情報の収集、
求人情報提供コーナーを設置している

22 岡山 吉備中央町 吉備中央町図書館 出前図書館

23 岡山 和気町 和気町立図書館
和気駅前の活性化
（町立図書館の利

活用）

24 広島 広島県立図書館

地域連携事業（県
立図書館の展示資
料等提供サービ
ス）

25 広島 安芸高田市 安芸高田市立図書館
ブックスタート事
業

乳幼児の段階から、保護者の読み聞かせによって、絵本に親しむ行動は、学齢期の読書活動に大きく影響すること
から、関係機関と連携を図り、新生児・保護者を対象にブックスタートを行う。絵本を含むブックスタートパック
を４ヶ月時相談の機会を活用し、絵本の魅力を読み聞かせの大切さとともに、保護者に説明し無償配布している。

定住促進課主催主催の講演会に図書を持っていき貸出を行う。その他にも、幼稚園や小学校、地域活動の場所に出
向き、図書の貸出を行なっている。

公共施設を有効活用するため、町立和気図書館を特色ある専門的図書館の機能も持たせることで、近隣市の図書館
との差別化を図ることを検討します。話題性や立地上の優位性を活かすことで、図書館の利用者を増加させるとと
もに、駅前の活性化を促進します。

県立図書館が実施した図書資料展示のうち、県内市町立図書館等が希望するテーマに関する当館所蔵資料をまとめ
て市町立図書館等に貸出を行い、当館資料の利用促進を図るとともに、資料貸出をきっかけとしたレファレンス・
サービスや関連行事等により、地域の課題解決を目指す。
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26 広島 大竹市 大竹市立図書館
えほんでハートフ
ル事業

４ヵ月児健診において絵本の読み聞かせや意
義等の説明、実演

おおたけらんらん
カレッジ

小学生等を対象とした行事

27 広島 廿日市市 はつかいち市民図書館

「昔話の出前派遣
事業」「ブック
トークボランティ
ア派遣事業」「図
書館オリエンテー
ション」

28 広島 東広島市 東広島市立中央図書館 酒コーナーの設置

当市は江戸時代から酒造が盛んな地域である
ことから、中央図書館に酒コーナーを置くと
同時に、日本酒関連の資料を積極的に収集
し、貸出・閲覧用に提供している。

市関連部局などと
連携した情報提供

市の広報担当と連携をとり、市が重点的に取
り組もうとしている事業に関連する資料を展
示・貸出している。また、市では産学金官連
携によって生まれた中小・ベンチャー企業等
の優れた製品を「東広島発！ものづくり逸
品」として認定しているが、図書館ではこれ
らの活動の紹介や、商品の展示を行い、地域
産業の活性化に協力している。

29 広島 広島市 広島市立中央図書館
ビジネス支援サー
ビス

30 広島 福山市 福山市中央図書館
ビジネス支援サー
ビス

31 広島 府中市 府中市立図書館
郷土の歴史講座
（連続講座）

32 広島 三次市 三次市立図書館
得する街のゼミ
ナール参加事業

昔話の語り、ブックトーク、図書館オリエンテーションなど子どもたちへ本との出会いを提供するため、図書館と
学校が連携し、図書館員とボランティアが学校を巡回しながら実施している。

館内に「ビジネス支援情報コーナー」、「高校生のための職業ハッケン！！コーナー」等を設置。広島県中小企業
診断協会と共催で「ビジネス相談会」を開催。広島市中小企業支援センターと共催で「創業アカデミー」、日本政
策金融公庫と共催で「創業応援フェスタ」や高校生対象の「ビジネスプラン作成講座」等のセミナーを開催。

資料提供、ビジネス相談事業、専門家による講座・講演会等

第１回～第９回、備後国府についての講座を実施。備後国府は、府中市の歴史上注目されており、現在国の史跡指
定も受け地域振興のひとつとして重要な役割を担っている。

三次市商工会議所が主催する「得する街のゼミナール」へ市内の事業所といっしょに参加し、地域振興の盛り上げ
に公的施設も協力していく意欲をアピールをする。
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33 広島 海田町 海田町立図書館
ブックスタート事
業

赤ちゃんが絵本に出会うために、保護者に働
きかけて絵本を手渡す事業、5ヶ月児対象の育
児教室の際に、図書館員がブックスタートの
主旨を保護者に伝え、後日、地区の民生委員
児童委員が個別に訪問し、絵本を手渡す。図
書館が、保健センター、社会福祉課、民生委
員児童委員と連携し、絵本を通して子育て応
援をしている。

おはなし会運営の
支援

「学校訪問おはなし会」、「ももたろうくん
のおはなし会」、「赤ちゃんのためのおはな
し会」ももちゃんくらぶの３つのおはなし会
があり、学校やおはなしボランティアとの連
絡調整や広報を行っている。

34 広島 世羅町 世羅町図書館
ボランティア養成
講座

読み語りやブックトークなど、読書活動を推
進するとともに学校やサロン等で活躍いただ
ける人材の育成を目的に講座を実施。

ファーストブック
事業、セカンド
ブック事業

満１歳になる子どもに絵本を贈るファースト
ブック、小学校１年生の子ども員絵本を贈る
セカンドブック事業を実施。家庭教育支援と
読書週間の定着を目的として実施。いずれも
リストを渡し、その中から保護者や児童が選
書する。

35 広島 府中町 府中町立図書館
子育てを応援する
図書館事業

36 山口 山口県立山口図書館
「特許・商標なん
でも無料相談会in
図書館」の実施

公益財団法人やまぐち産業振興財団との連携
により、同財団の地域連携コーディネーター
が特許などに係る個別相談に応じる相談会を
毎月１回実施。

「１２月、やまぐ
ちはクリスマス市
になる。」事業へ
の参加

山口商工会議所の「１２月、やまぐちはクリ
スマス市になる。」事業への参加し、特別資
料などのイベントを実施。

37 山口
山陽小野田

市
山陽小野田市立中央図書館

「まちづくり関連
図書リスト」の発
行

38 山口 下松市 下松市立図書館
下松市郷土資料デ
ジタル化事業

39 山口 防府市 防府市立防府図書館
図書館ネットワー
ク事業

40 山口 田布施町 田布施町立図書館
ブックスタート事
業

絵本のプレゼント、子育て支援、読書普及、
啓発

読書貯金通帳事業
小中学校と連携し「読書貯金通帳」を活用
し、全町で読書活動推進する

自治体職員の業務遂行に役立つブックリストの発行（隔月）

市内の文化財や市立図書館所蔵の下松市に関する歴史資料をデジタル化し、インターネット公開する事業

学校図書館と連携したネットワークシステムを構築し資料の共有化と学習支援を行う。

子育て関連の資料収集
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41 山口 平生町 平生町立平生図書館
夏休み子ども移動
図書館「子ども文
庫」の開催

大野・曽根・佐賀の各公民館に児童書を設置
し、子どもたちに本と触れ合う機会を提供す
る。（各５０冊）

親子で楽しむ絵本
講座に開催

子どもたちや保護者に対し、読み聞かせの大
切さや絵本の選び方などの意義や重要性を啓
発する事業。

42 徳島 徳島県立図書館
ビジネス支援サー
ビス普及事業

43 徳島 徳島市 徳島市立図書館
図書館資料を片手
に街角散策

徳島市刊行ボランティアの方と連携し、街中
の歴史的な建物や風景などを図書館資料に基
づいて散策するイベント

地域の写真の収
集、パネル展示

市民の家に眠っている写真をお預かりし、了
承を得た上でデジタル化。ホームページにて
公開している。またその写真を使ったパネル
展示等も実施。なつかしの風景や行事などを
再現しており、好評である。

44 徳島 美馬市 美馬市立脇町図書館 としょかんまつり

美馬市の地域おこし協力隊をはじめ、地域の
方々と連携した郷土の歴史や文化にふれる図
書館イベント。藍染体験やうだつの町並みク
イズラリー等。毎年３月に実施。

市民ギャラリー展
示

図書館の市民ギャラリーを活用し、市民の文
化・芸術活動の普及に取組む。市内小中学校
の児童・生徒の作品を常設するほか、市内で
活動する個人やグループの絵画や書などの作
品を展示。

45 徳島 三好市 三好市中央図書館
ブックスタート事
業

市内で生まれた赤ちゃんとその保護者に、絵
本を配布して、親子のふれあいを持つ時間を
奨励し、子育て支援を行うとともに幼少期か
らの読書活動の推進を図る。行政だけではな
く、住民（ボランティア）が子育てがしやす
いまちづくりを協働して行っている。

図書館各種イベン
ト

図書館において、読み聞かせ、おもちゃ作り
体験、文化講座など様々な催し物を実施し、
図書館に来館してもらうことで図書館を身近
に感じてもらい、文化・読書活動の推進を図
る。

46 徳島 那賀町 那賀町木頭図書館
「那賀川の材木流
し」展示

47 香川 香川県立図書館
健やか生活応援事
業

48 香川 観音寺市 観音寺市中央図書館 図書館活動の充実 月ごとのテーマを設定した展示や、さまざまなイベントを実施し、読書活動に充実を図る。

「しごと応援コーナー」の設置（仕事に関する図書、業界紙・専門紙、県内企業案内、ハローワーク、ジョブカ
フェとくしまとの連携による求人情報などを提供）、ビジネスサポート勉強会の実施（ビジネスに有用な商用デー
タベースの活用法についての勉強会）、ビジネスに役立つテーマについての展示やパスファインダーの作成

当図書館のある地域最大のイベントは、真夏に開かれる「木頭杉一本乗り大会」。日本の河川は、かつて一時期木
材を運ぶ道の役割をした。中・下流部の「筏流し」は、現代風にイベント化されている例が各地に少し見られる
が、水量の少ない上流部の「管流し」（バラ流し）をイベント化しているのは全国で当大会のみ。その大会を側面
から支援するため、かつての「木材流し」の有様を写真や図でロビーに展示（大会の前後１ヶ月あまり）。

健康・医療・介護や生きがいに関する資料の提供、関係機関の作成したパンフレットや啓発ポスターの掲示、大学
や医療機関等との連携して健康に関する講座などを開催。
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49 香川 坂出市 坂出市立大橋記念図書館
坂出子ども読書推
進計画

50 香川 三豊市 三豊市図書館 図書館フェスタ

51 香川 綾川町 綾川町立図書館
綾川町合併１０周
年記念講座「郷土
史講演会」

52 香川 土庄町 土庄町立図書館 図書館主催事業

手作り絵本教室、夜のとしょかん雅楽コン
サート（演奏：小豆島雅楽会）、図書館の達
人教室（1日図書館員、小学生対象）、大人の
おりがみ教室、ブックスタート支援　など

友の会主催事業
古本リサイクル市、森のなかまおはなし会、
英語教室、老人ホームde紙芝居　など

53 香川 三木町 三木町文化交流プラザ

獅子たちの里三木
まんで願。共催イ
ベント　図書館で
のコスプレ撮影会

54 愛媛 愛媛県立図書館
ビジネスなんでも
無料相談会

55 愛媛 大洲市 大洲市立図書館
生涯学習講座の開
催

家庭地域学校が連携して、すべての子どもがいつでもどこでもほんとの出会いができる環境の整備につとめる。ボ
ランティアとの協働を進め本を仲立ちにして人が集まる、人と人が交流する、人の輪が広がる地域の交流拠点とな
るよう市民参加を促進する。

秋の読書週間に七つの図書館（室）で催し物、講演会を行っている。

年間５回の連続講座。合併１０周年を記念して綾川町の歴史を再認識し、広く町民の皆さんに伝えていくことを目
的とし企画。第１回『綾川町のお城探訪」、第２回「十一面観音のつぶやき」（当館所蔵の重要文化財である「十
一面観音像」をテーマに）、第３回「綾川町の古墳探訪」、第４回「綾川を掘る」、第５回「綾川町の歴史」、※
第１回、２回は終了。

三木町文化交流プラザ周辺で開かれる獅子舞をメインとしたお祭り（獅子たちの里三木まんで願。）の時に、祭り
会場周辺でコスプレ撮影を可能にしており、その会場の一つに図書館内でも撮影ができるようにしている。（お祭
りは１日だけで、図書館はいつもより早めに閉館し、閉館後に撮影会を開催。昨年がはじめての試みで好評だっ
た。今年は１０月２２日に開催予定。

中小企業診断士と図書館司書が共同でビジネス相談に応じることにより、新規開業の促進や中小企業活動の活性化
を図り、ひいては地域経済の活性化に寄与する。

郷土に関連ある古文書の解読や歴史にまつわる秘話・偉人等の足跡を学び郷土への愛着や関心を高める。
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56 愛媛 内子町 内子町図書情報館 読書活動推進事業

・ブックトーク
小学校を中心に児童館・子育て支援センター
へ出向き、読み聞かせと本の紹介をする。
・ブックスタート
保健センター事業の７ヵ月検診時に絵本の配
布と司書による読み聞かせをし、親子読書へ
の啓発に努めている。
・おはなし会
毎週土曜に幼児や小学生を対象に行ってい
る。地域のデイサービスやサロンへも要請に
より、月２回程度「出前おはなし会」を実施
している。
・子ども読書マラソン
小中学生を対象に夏休み中の読書啓発とし
て、小学生低学年４０冊、高学年３０冊、中
学生１０冊を完読することを目標に実施。
・読書感想文募集と表彰
.創作絵本募集
３月の企画展で募集。
・読書活動研究集会の開催
毎年１１月に読書グループの事例発表と講演
会を実施。

図書館主催事業

・内子の人・もの・自然等の郷土資料コー
ナーの充実。
・文学講座（月１回、古典文学中心）、読書
ボランティア指導者育成のための研修等、町
民のニーズにあった学習機会の提供。
・郷土が生んだ芸術家企画展として、町内芸
術家の作品と本をコラボしたギャラリー展を
毎月実施。町民の交流の場となっている。

57 愛媛 砥部町 砥部町立図書館 ブックトーク
町内教育機関（学校）からの「派遣申込書」のより計画実施。多分野に渡った本を紹介して、子どもの知的好奇心
を刺激して、「本の楽しさ」を無限に伝える。本を読む気にさせる。


