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I 平成 30年度アクションプランの取組状況  

 

 

 

 

 

Ⅰ 「岐阜県図書館の運営方針」の推進 

（１）資料の収集・保存 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

専門性・学術性の高い資

料及び能動的課題解決支

援に必要な資料の重点収

集 

〔資料係〕 

中核図書館として一定レベル

以上の専門性のある最新資料

を収集するとともに、「情報共

有・発信型図書館」の実現に

向け、能動的課題解決支援を

推進するために関係分野の最

新資料を重点的に収集する。 

【取組実績】 
重点収集として以下のとおり購入した。 

計 2,252冊（31年 3月末現在） 
・子育て世代・子育て支援関係者 129冊 
・障がい・福祉・特別支援教育 257冊 
・健康・医療 225冊 
・ビジネス 112冊 
・学校支援 111冊 
・海外情報 632冊 
・ぎふ清流の国文庫 378冊 
・ティーンズ 289冊 
・企画・イベント 119冊 
また、関連するデータベース（日経ＢＰ記

事検索サービス）を新たに導入し、既存のデ
ータベースを含めて利用促進を図った。 
【成果・課題・今後の方針】 
令和元年度も引き続き購入して充実を図

る。また、ビジネス支援、健康医療などを中
心に電子書籍の提供を実施する。 

各分野の専門家による蔵

書評価の計画的な実施と

資料収集への反映 

〔資料係〕 

各分野について、順次、専門

家に依頼して蔵書評価を実施

し、選書に反映する。30 年度

は法律分野の蔵書評価を実施

する。 

【取組実績】 
県弁護士会に依頼し、蔵書評価（8月 1日）

を実施した。 
【成果・課題・今後の方針】 

開架の法律関係資料、約 2,600冊を評価、
参考図書 13 冊を紹介いただき、蔵書に反映
した。令和元年度は「いじめ」関係資料につ
いて実施する。 

 

（２）図書館サービス 

①生涯学習の支援及び施設を利用した学習機会等の提供 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

講演会や読書活動推進イ

ベントの開催 

〔企画振興係〕 

「こどもの読書週間」「読書週

間」の期間や、「紺野美沙子名

誉館長朗読会・講演会」「楽習

会」「大人のためのブックトー

ク」など年間を通じて、各年

齢層に対応した読書推進イベ

ントを開催し、参加者の図書

館利用を促進する。 

【取組実績】 
 「こどもの読書週間」中は、お父さんお母
さんのための読み聞かせ講座等7件のイベン
トを実施し、「読書週間」中は紺野美沙子名
誉館長朗読会等11件のイベントを実施した。
「楽習会」「大人のためのブックトーク」は、
それぞれ年 6回実施した。 
【成果・課題・今後の方針】 
「読書週間」中の 11 月 3 日「文化の森の秋
祭り」は美術館と合わせて全体で延べ 13,000
名の参加があった。いずれのイベントも図書
館の定期イベントとして周知され、定着して
おり、令和元年度も引き続き実施する。 

「司書のおすすめ本」な

どの特設コーナー展示を

充実 

〔図書利用係〕 

話題となったトピックや、図
書館で開催する講演会、イベ
ントに関連する分野の図書を
集めた特設コーナー展示を設
置する。 

【取組実績】 
 月毎に、旬な話題や関係機関との共催事業
について、「司書のおすすめ本」コーナー、
児童企画展示コーナー、郷土関係企画展示コ
ーナーで、各種図書資料の展示を実施し、貸
出を行った。 
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・司書のおすすめ本：11回 
・共催事業連携展示：20回 
・郷土関係展示：9回   計 40回 
【成果・課題・今後の方針】 
当館で開催される共催事業や講演会に併

せて関連図書の連携展示をきめ細かく実施
し、理解を深めるのに役立てることができ
た。 

エントランスロビー改修

事業の実施 

〔管理調整係〕 

利用者の利便性向上を図るた

め、エントランスロビーの改

修工事を実施する。 

【取組実績】 
 当館の催事案内や県政情報等を広報する
デジタルサイネイジ設備等を新設した。 
【成果・課題・今後の方針】 
 利用者の利便性向上を図るとともに催事
における集客の増につながった。 

 

②課題解決の支援と他機関連携 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

【明治150年】鹿児島県立

図書館との交流事業の推

進 

〔企画振興係〕 

明治 150年関連事業の一環で、

鹿児島県立図書館と連携し、

講演会、関連資料の交換展示、

特設コーナー展示等の事業を

推進する。 

【取組実績】 
 交流事業として、「岐阜と薩摩の絆パネル
展」を楽書交流サロンにて 7月 8日～9月 30
日に実施した。 
パネル展初日に原口泉氏講演「岐阜と薩摩

の絆～島津義弘、薩摩義士・西郷どん～」を
実施予定であったが、岐阜市に大雨特別警報
が発令されたため中止した。 
【成果・課題・今後の方針】 
 パネル展では、鹿児島県立図書館が所蔵す
る貴重な資料を展示し、両県の交流の取り組
みを来館者に紹介できた。今後も、原口泉氏
講演会、関連資料の交換展示等、鹿児島県と
の交流事業を継続して推進する。 

博物館との連携企画展の

開催 

〔企画振興係〕 

〔郷土・地図情報係〕 

博物館の全県域展開事業によ

り図書館２階展示室で実施す

る展示「歌川国芳 木曽街道

六十九次」「芝居大国！岐阜」

に合わせて、図書館は図録作

成とワークショップを実施す

る。 

【取組実績】 
 企画展「歌川国芳 木曽街道六十九次」に
合わせて「多版多色版画ワークショップ」を
開催し小学生 18 名の参加があった。また図
録「岐阜県の中山道」を作成し、県内公共図
書館、小学校、中学校、高等学校、大学等に
配付した。 
 企画展「芝居大国！岐阜」では「地歌舞伎
ワークショップ」を開催し 60 名の参加があ
り、うち 2名をモデルとして歌舞伎独特の化
粧と着付けの実演を行った。 
【成果・課題・今後の方針】 
展示と関連付けたワークショップは、参加

者アンケートでも好評であり、今後も博物館
連携企画展に合わせて企画していく。 

美術館、文化財保護セン

ター、清流文化プラザ等

との連携事業の推進 

〔企画振興係〕 

美術館の特別展や文化財保護

センターの講演会に合わせて

所蔵資料等の特設コーナー展

示を設置し、清流文化プラザ

での「ＧＩＦＵワークショッ

プギャザリング」等の連携事

業に参加する。 

【取組実績】 
 文化財保護センター共催の発掘調査報告
会、出土品展示に合わせて関連資料の特設コ
ーナー展示を実施し、「ＧＩＦＵワークショ
ップギャザリング」では「しおりづくり」の
ワークショップを実施した。（美術館は改修
工事のため長期休館に入った。） 
【成果・課題・今後の方針】 
引き続き連携事業を推進するほか、美術館

休館にあたり美術展開催会場として協力す
る。美術館リニューアルオープン後は、より
一層の連携を深める。 
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精神保健福祉センターと

の連携事業の推進 

〔調査相談係〕 

精神保健福祉センター（ひき

こもり地域支援センター）と

共催で、ひきこもり居場所事

業を実施する。 

【取組実績】 
 ひきこもり居場所事業「らららの森」を毎
月 1回開催した。各回 2～5名程度参加。 
【成果・課題・今後の方針】 
ひきこもり当事者の外出やコミュニケー

ションの機会となっている。令和元年度も月
1回開催する。 

 

③情報サービス 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

音楽配信サービスの新規

導入 

〔資料係〕 

クラシックを中心とした音楽

情報の提供、遠隔地のため直

接来館できない利用者へのサ

ービス拡充として、音楽配信

サービス「ナクソス・ミュー

ジック・ライブラリー」を新

規導入する。 

【取組実績】 
クラシック音楽を中心に約180万曲の楽曲

を無料で聞くことができる「ナクソス・ミュ
ージック・ライブラリー」の提供を 6月から
開始した。3月末までの利用件数は 7,195件。 
【成果・課題・今後の方針】 
図書館のホームページにログインするこ

とで利用が可能であるため、自宅からの利用
が多い。図書館に来館できない利用者へのサ
ービス拡充につながったため、引き続き提供
する。 

マイナンバーカードによ

る図書館利用の推進 

〔企画振興係〕 

マイナンバーカードを図書館

の貸出証として活用する実証

事業を推進し、県内公共図書

館にも実証事業の参加を呼び

かける。 

【取組実績】 
 岐阜県公共図書館協議会理事会、総会等で 
県情報企画課長が実証事業の説明を行い、県
内公共図書館に参加を働きかけた。 
 県図書館の登録者は 44名（3月末現在） 
【成果・課題・今後の方針】 
 国や県の動向に注意しつつ、継続して推進
していく。 

次期書誌情報システム更

新に向けての協議 

〔企画振興係〕 

平成31（2019）年度に予定さ

れている書誌情報システム更

新に向け、セキュリティの強

化、マイナンバーカードへの

対応について協議を行う。 

【取組実績】 
 書誌情報システムの次期更新に向け、予算
要求内容、金額について協議を重ね、県の審
査を受けた。 
【成果・課題・今後の方針】 
次期システムは、従来の機能に加えて、セ

キュリティの強化とホームページの利便性
向上に係る機能を追加する。 

地図資料・郷土資料のデ

ジタル化 

〔郷土・地図情報係〕 

引き続き、地図資料のデジタ

ル化とホームページでの公開

を行うとともに、システム更

新に向け、郷土資料のデジタ

ル化を推進する。また資料の

オープンデータ化を推進す

る。 

【取組実績】 
47点（101枚）のデジタル化が完了し、ホ

ームページでの公開や図録の作成を行った。 
【成果・課題・今後の方針】 
 利用者のニーズを捉え、郷土関係古地図の
デジタル化を進めていく。 
 令和元年度以降、郷土資料のデジタル化を
行い、システム更新に合わせて公開する。 

  

（３）県内市町村図書館等への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

県内公共図書館共同事業

の推進 

（岐阜県公共図書館協議

会事業） 

〔企画振興係〕 

県内公共図書館全館が共同で

行う事業や、共通テーマによ

る資料展示を一斉に実施する

ことで話題性を高め、県内全

域での図書館利用の推進を図

る。 

【取組実績】 
 県内公共図書館全 36 館の共同事業として
スタンプラリーを実施し、各館で先着者にオ
リジナルグッズを贈呈した。また、「生物多
様性」を共通テーマとして、各館所蔵資料か
ら関連資料を展示した。 
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【成果・課題・今後の方針】 
スタンプラリーは各館のアンケート結果

を踏まえ、ルールを一部変更するなどして令
和元年度も実施する。共通テーマ展示は今後
も新たなテーマを設定して実施する。 

県内図書館職員の資質向

上を目指した研修及び出

前講座の実施 

〔企画振興係〕 

県内図書館職員を対象とし

て、階層別、目的別に専門的

資質の向上を図るための研修

会を実施するとともに、県内

図書館等の要請に応じて出前

講座の講師として当館職員を

派遣する。 

【取組実績】 
 県内公共図書館職員を対象とした研修は、
健康医療情報サービスやビジネス支援など、
最新テーマと講師陣により実施した。 
出前講座は、要請に応じて、子どもの本の

読み聞かせ講座や地図の活用講座のほか調
べ方案内作成講座、ブックトークなどのテー
マで当館職員が出向いて講義を行った。 
【成果・課題・今後の方針】 
 いずれの職員研修、出前講座とも、90％を
超える満足度で受講者から好評であった。今
後も時宜に合ったテーマを設定し、テーマに
ふさわしい講師を招へいする。当館職員も講
師を務めるための研鑚を積む。 

 
（４）職員研修・広報活動 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

職員の資質向上のための

研修の実施 

〔企画振興係〕〔管理調整

係〕 

職員の専門的技術や資質の向

上を図るため、月末整理日等

を利用した研修を実施する。 

【取組実績】 
 県の統計情報に関する研修、服務・公務員
倫理研修、情報セキュリティ研修、会計事務
研修、新たに導入したデータベース活用法研
修、レファレンス研修などを全職員対象に実
施した。 
県内公共図書館職員向けの研修も職務担

当職員を中心に受講した。 
【成果・課題・今後の方針】 
月末整理日等を利用して、全職員対象に、

実務に直結した研修を実施した。 
当館が主催して開催する司書を対象とし

た研修会には関連業務を担当する職員が参
加した。 

広報の強化推進 

〔企画振興係〕 

数多く実施するイベントが効

果的に県民に届くよう、県政

記者クラブへの積極的な資料

配布や情報誌への掲載、イベ

ントカレンダー、メールマガ

ジンの発行による情報発信を

行う。 

【取組実績】 
 30年度、図書館から県政記者クラブへの資
料配布を 49件行った結果、新聞には 60件掲
載され、テレビ、ラジオは 26件放送された。
情報誌には 4件掲載された。イベントカレン
ダーは年 2回発行し、メールマガジンは月 1
回配信した。 
【成果・課題・今後の方針】 
 今後もイベント情報が効果的に県民に届
くよう、様々なメディアを使った広報に努め
る。  

（５）岐阜県図書館運営方針の策定 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

次期「岐阜県図書館の運

営方針」の策定 

知事部局へ移管し、教育委員

会関係機関に加えて他機関と

の多様な連携、協働が行われ

るようになった岐阜県図書館

の新しい運営方針を策定す

る。 

【取組実績】 
 4 月～7 月に骨子案を作成し第 1 回図書館
協議会で検討、8 月～12月に原案を作成し 2
月に第 2回図書館協議会での検討を経て 3月
に策定した。 
【成果・課題・今後の方針】 
今後 5年間は当運営方針のもと、毎年、重

点的に取組む内容をアクションプランとし
て作成し運営していく。 
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Ⅱ 能動的課題解決支援への転換 

１ 社会的課題の解決を支援する図書館サービスの提供 

①子育て世代・子育て支援関係者への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

子育て支援事業の開催 

〔図書利用係〕 

父親の育児参加や子育て世代の

図書館利用を促す目的で「パパと

過ごす図書館」を実施する。 

【取組実績】 
 「パパと過ごす図書館」を全 6 回実
施し、大人 75名子ども 59名、のべ 134
名が参加した。 
【成果・課題・今後の方針】 
子育て世代の図書館利用のきっかけ

となるよう、令和元年度も継続して 6
回程度開催する。内容はこれまでも好
評であった、手あそび・歌あそび、布
絵本作り、木のおもちゃあそびなどを
予定している。 

子育て支援図書コーナーの

充実 

〔図書利用係〕 

子育てに関する資料及び児童図

書、児童図書研究室資料を新規購

入し、充実させる。 

【取組実績】 
 県子育て支援課と連携を図りなが
ら、県内市町村の子育て支援に関する
チラシ、パンフレット等を収集し、更
新した。また汚破損のある絵本や児童
書の買替をきめ細かく行った。 
【成果・課題・今後の方針】 
 継続して、県子育て支援課と連携を
図りながら冊子の収集を行う。 

 

②子どもの読書活動の支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

児童図書研究室資料を活用

した情報提供や利用促進 

〔図書利用係〕 

子どもに本を手渡す大人への支

援として、おすすめの絵本を紹介

するリーフレットを作成し、情報

提供に努める。 

【取組実績】 
 「25さいをすぎた絵本～読みつがれ
ている絵本のリスト～」の改訂を行い、
県内の各市町村図書館へ配付を行っ
た。 
【成果・課題・今後の方針】 
継続的に配付を行い、情報提供に努

める。 

中高生を対象とした図書館

活用講座の開催 

〔図書利用係〕 

中高生の図書館利用を促すため、

お気に入りの文庫本をハードカ

バーに製本する「ルリユール講

座」を開催する。 

【取組実績】 
 10 月 21 日に「中高生のためのルリ
ユール講座（製本講座）」を実施した。
「ティーンズ」コーナーで行っている
中高生向けテーマ展示を図書館ホーム
ぺージで紹介し、中高生に向けて情報
発信をする取り組みを始めた。 
【成果・課題・今後の方針】 
講座について、中学校・高校にチラ

シを配布するなど広報に力を入れたが
参加者が 7 名と少なかったため、今後
は実施しない。 
コーナーでの展示と来館できない中

高生への本の紹介手段となるホームペ
ージでの紹介は継続する。 
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③障がい児者・福祉関係者、特別支援教育への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

特別支援教育への支援 

〔調査相談係〕 

特別支援学校に対する情報提供

等を継続して実施する。 

【取組実績】 
岐阜盲学校にて、出前ブックトー

ク・おはなし会を行った。 
また、特別支援学校における図書館

活動に関する図書リストを作成し、Ｈ
Ｐに掲載した。 
【成果・課題・今後の方針】 
特別支援学校を巡回する学校司書へ

の情報提供を継続する。 

発達障がい関係者への支援 

〔調査相談係〕 

発達障害者支援センターを訪問

する移動図書館事業を継続して

推進する。 

【取組実績】 
センターが主催する「家族のための

基礎講座」「家族のための学習会」の会
場で実施（5回）。のべ 34名、のべ 98
冊貸出。 
9 月には当館を会場として「家族の

ための基礎講座」を開催。1 階・閲覧
室入り口に関連図書を展示した。 
【成果・課題・今後の方針】 
毎回、受講者の多くが図書を利用す

ることから、令和元年度も継続。 
センター側の要望により、当館を会

場とする回はなし。 

高齢者福祉施設への情報提

供 

〔調査相談係〕 

各施設での余暇活動を充実させ

る一助となる、高齢者向け紙芝居

等を収集し、リストを作成、各施

設に配布する。 

【取組実績】 
現在入手可能な高齢者向け紙芝居を

全て購入。紙芝居リストを作成し、県
内の養護老人ホームに送付した。 
【成果・課題・今後の方針】 
引き続き紙芝居等の収集に努める。 

福祉関連図書資料の充実 

〔調査相談係〕 

高齢者用紙芝居、さわる絵本など

様々な種類の福祉関連図書を購

入する。 

【取組実績】 
DAISY図書など 43点を購入した。マ

ルチメディア DAISY（絵本）について
は岐阜盲学校等で教職員に対して紹介
した。 
【成果・課題・今後の方針】 
引き続き収集に努めるとともにマル

チメディア DAISY 等、所蔵資料の周知
に努める。 

 

④健康・医療分野への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

がん患者サロンを通じた支

援 

〔調査相談係〕 

岐阜県総合医療センターがん患

者サロンに設置した貸出文庫を

訪問し、病院の要望等にあわせて

年４回程度設置図書を交換する。 

【取組実績】 
 31年 3月末までに計 4回、各 100冊
前後を入替・設置した。 
【成果・課題・今後の方針】 
 サロン利用者間の口コミで利用が広 
がっているとのこと。令和元年度も引 
き続き年 4回程度交換予定。 

健康医療に関する情報提供

の推進 

〔調査相談係〕 

〔企画振興係〕（岐阜大学と

の共催研修） 

県立看護大学図書館等と連携し、

パスファインダー（調べかた案

内）の共同作成や、医療関係デー

タベースを活用した文献探索講

座を図書館職員対象に開催する。 

【取組実績】 
パスファインダー「大腸がん」を作

成した。 
岐阜大学との共催で、健康医療情報

の提供に関する研修を実施した（9
月）。 
医中誌 Web利用講習会を実施した（2

月 22日）。 
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【成果・課題・今後の方針】 
パスファインダー作成や研修をきっ

かけに他の図書館との情報交換を行う
ことができた。 
パスファインダーについては今後も

共同作成を検討する。 

図書館で学ぶがんリレー講

座 

〔企画振興係〕 

岐阜大学医学部、岐阜大学医学部

附属病院、県教育委員会と連携し

て、親子でがんの予防等を学ぶ講

座を岐阜大学及び図書館で開催

する。 

【取組実績】 
 がん教育指導者研修会、がんリレー
講座、大腸がん県民公開講座、がん治
療と仕事の両立支援セミナーなどを実
施し、合計 1,130名の参加者を得た。 
【成果・課題・今後の方針】 
 今後も岐阜大学医学部附属病院等と
連携して、がんや健康医療情報に関す
る講座を開催する。 

健康・医療関連資料の充実 

〔調査相談係〕〔資料係〕 

がん患者サロン用図書を購入し

同サロンに貸出するほか、がん等

の健康医療分野資料を最新版に

更新し、専門的資料の充実を図

る。 

【取組実績】 
がん患者サロンには、31年 3月末ま

でに計 4回、各 100冊前後を入替・設
置した。 
関連資料 266 冊を購入し、最新版に

更新した。 
【成果・課題・今後の方針】 
サロン利用者間の口コミで利用が広

がっているとのこと。令和元年度も引
き続き年 4回程度交換予定。（前掲） 
引き続き関連資料の収集に努める。 

 

⑤ビジネス支援の強化 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

ビジネス関係資料の充実 

〔企画振興係〕 

創業支援や経営支援、業界動向、

会社情報等の専門書を購入し、ビ

ジネス支援コーナー資料を充実

するほか、29年度新規導入した商

用データベースの活用を図る。 

【取組実績】 
30年度中に新たに 112冊の専門書を

購入したほか、「事業者サポートマガジ
ン」「創業事例集」等のパンフレットを
ビジネス支援コーナーに設置した。30
年度の商用データベースの利用 2,193
件（29年度1,439件）で前年度比約52％
増と利用が増えた。 
【成果・課題・今後の方針】 
 引き続き、専門書を購入するととも
に、日本政策金融公庫等と連携してパ
ンフレット類を収集する。データベー
スは共催事業での案内等で広報し、利
用を呼びかける。 

ビジネス支援連続講座の開

催 

〔企画振興係〕 

行政、産業支援関係団体との共催

で開催し、ビジネス支援コーナー

の見学やデータベース実演を実

施する。 

【取組実績】 
 ハローワークや日本政策金融公庫、
ぎふ建築担い手育成支援センター等と
共催で開催した事業のプログラムの中
でビジネス支援案内とコーナー見学、
データベース実演を実施した。 
【成果・課題・今後の方針】 
30 年度の共催事業でのビジネス支

援案内の参加者は合計 1,163 名であっ
た。今後も、積極的に共催事業を開催
し、案内する。 
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ビジネスライブラリアンの

育成 

〔企画振興係〕 

養成講座等の受講により、ビジネ

ス支援を推進するビジネスライ

ブラリアンを育成する。 

【取組実績】 
 ビジネスライブラリアン講習会に司
書 2名を派遣し、合計 6名が修了した。 
当館で開催した東海北陸地区公共図

書館研究集会のテーマをビジネス支援
とし、ビジネス支援図書館推進協議会
の主要講師陣を迎えて開催した。当館
職員 17 名、県内市町村図書館職員 19
名が参加した。 
【成果・課題・今後の方針】 
今後も引き続きビジネスライブラリ

アン講習会をはじめとするビジネス支
援関係研修に職員を積極的に派遣する
とともに、県内公共図書館に当館の実
践を紹介し啓発に努める。 

 

⑥学校教育・教材研究の支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

教材支援コーナーの充実 

〔郷土・地図情報係〕 

小中学校の教科指導に関する研

究・実践記録や紀要、学習指導要

領等を最新版に更新し、教職員の

授業研究や学習指導案作りを支

援する。 

【取組実績】 
30 年度に設置したコーナーに教育

の動向に応じた実践型の図書を 108 点
追加し、コーナーの充実を図った。 
【成果・課題・今後の方針】 

教育の動向や教職員のニーズを捉え

て、図書等の選定を行い、活用を促す

広報を継続的に行う。 
 

⑦法律・司法手続き分野への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

岐阜県弁護士会との連携事

業の実施 

〔資料係〕 

岐阜県弁護士会との連携により、

法律に関する相談会、蔵書評価等

の事業を実施する。 

【取組実績】 
県弁護士会との連携により、法律に

関する相談会（11月 3日。相談参加者
16名）、蔵書評価（8月 1日）等の事業
を実施した。 
【成果・課題・今後の方針】 
開架の法律関係資料、約 2,600 冊を

評価、参考図書 13冊を紹介いただき、
蔵書に反映した。（前掲） 
令和元年度からは、遺言・相続、ク

レジット・サラ金、交通事故、その他
法律に関すること全般についての相談
会を定期開催（奇数月）する。 

 

⑧人権教育分野への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

人権教育・啓発に関する事業

の実施 

〔企画課〕 

県人権施策推進課との連携によ

り、人権教育・啓発に関する事業

を実施する。 

【取組実績】 
 「インターネットによる人権侵害に
ついて学ぶ生き合いセミナー」を 7 月
19日に開催し、104名の参加があった。 
【成果・課題・今後の方針】 
今後も県人権施策推進課と連携して

人権教育・啓発に関する事業を実施す
る。 
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⑨距離及び時間による図書館利用弱者への支援 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

宅配サービス、音楽配信サー

ビスの提供 

〔企画課〕 

遠隔地居住者や開館時間内に来

館できない利用者に向けて、図書

館資料の宅配サービスや音楽配

信サービスを提供する。 

【取組実績】 
 宅配サービスは 13 冊の利用があっ
た。（3月末現在） 
音楽配信サービスは、「ナクソス・ミ

ュージック・ライブラリー」の提供を
6月より開始した。3月末までの利用件
数は 7,195件（前掲） 
【成果・課題・今後の方針】 
宅配サービスは、今後もサービスを

提供するとともに広報に努め、利用を
呼びかける。 
音楽配信サービスは、図書館のホー

ムページにログインすることで利用が
可能であるため、自宅からの利用が多
い。図書館に来館できない利用者への
サービス拡充につながったため、引き
続き提供する。（前掲） 

 

２ 郷土を知り学び、ふるさとへの誇りと愛着を育む機会の創出 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

【明治150年】 

郷土作家トークイベントの

開催 

明治150年をテーマに郷土作家と

ゲストスピーカーによるトーク

イベントを開催する。 

【取組実績】 
 「時代トーク戦国＋明治」と題し、
岐阜県出身作家・冲方丁氏とラジオＤ
Ｊ・クリス・グレン氏のトークショー
を実施した。トークショーに合わせ、
関ケ原古戦場推進室から借用した甲冑
とパネルをロビーに展示し、甲冑は当
日舞台に設えた。本事業は岐阜放送と
共催で、様子は後日テレビ放映された。 
【成果・課題・今後の方針】 
 当日の参加者だけでなく、ロビーの
甲冑やパネル展示は多くの人に見てい
ただくことができ好評であった。今後
もイベントテーマに合わせて県の部局
と連携した企画を打ち出す。 

【明治150年】 

特別企画展示「飛山濃水の文

学」の継続実施 

〔企画振興係〕 

30年度中を二期に分け、明治、大

正、昭和の郷土作家11人の展示の

一部を、明治期の街道や人物、世

相などを紹介する展示に入れ替

え継続実施する。 

【取組実績】 
 以下の特集企画により実施した。 
・「原三渓と下田歌子～明治の岐阜人」 
4月1日～6月30日 5,921名入場 

・「交通の変遷～江戸から明治へ～」 
10月2日～12月27日 4,546名入場 

【成果・課題・今後の方針】 
令和元年度も展示の一部を特集企画

に入れ替え、7月頃実施する。 

【明治150年】 

企画展「花子～ロダンのモデ

ルになった明治の女性～」の

開催 

〔郷土・地図情報係〕 

明治150年関連事業の一環とし

て、明治期にロダンのモデルとな

った「花子」に関する展示やリレ

ートークなどを開催する。 

【取組実績】 
 7月～9月に展示を行い、のべ 7,480
名が来場した。関連事業として「花子
トーク」（7～8 月、全 2 回、のべ 110
名参加）、紙芝居と映画（8 月、107 名
参加）を実施した。 
【成果・課題・今後の方針】 
参加者の様子から、県民の花子に対

する関心の高さがうかがえた。展示だ
けでなく関連事業によって一層理解を
深められる企画となり好評であった。 
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【明治150年】 

おとなのための岐阜学講座

の開催 

〔郷土・地図情報係〕 

岐阜大学と連携し、明治150年事

業と関連するかたちで、ふるさと

岐阜の魅力に迫る岐阜学講座を

開催する。 

【取組実績】 
岐阜大学の教員を講師に、全 3回（8

～11月）にわたり、明治の岐阜に関す
るテーマで講座を実施した。 
【成果・課題・今後の方針】 
毎回定員を超える参加があり（のべ

230名）、岐阜の魅力を知り知識を高め
る講座として好評であった。 
令和元年度も引き続き全 3 回の講座

を実施する。 

【明治150年】 

ふるさと岐阜 古地図散歩

の開催 

〔郷土・地図情報係〕 

当館所蔵の古地図を手に「関ケ

原」「ヨハネス・デ・レーケ」等、

明治150年に関連した地で、歴史

の痕跡を探しながら郷土につい

て学ぶ。 

【取組実績】 
海津市、関ヶ原町、岐阜市を各回 20

名の参加者で実施した。（うち岐阜市は
2 名体調不良で欠席）。定員 60 名に対
し、151名の応募があった。 
【成果・課題・今後の方針】 
利用者の満足度 100％（アンケート）

であった。講師の選定、コース設定等、
古地図文化研究会と連携。令和元年度
も引き続き実施する。 

「ぎふ清流の国文庫」の充実 

〔資料係〕 

「関ケ原合戦」「杉原千畝」「航空

宇宙」「世界遺産」「木育」等、県

特有財産の関連資料を購入し充

実させる。 

【取組実績】 
関ヶ原合戦 127冊、杉原千畝 15冊、

航空宇宙関係 102冊、郷土作家 84冊、
世界遺産 28 冊、木育 22冊、計 378 冊
を購入した。29年度購入資料と元から
所蔵していた資料を合わせた「ぎふ清
流の国文庫」総冊数は 4,284冊。また、
NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」明智光
秀コーナーを新たに設置した。 
【成果・課題・今後の方針】 
今後も県政や時流にあったテーマを

選び、引き続き充実を図る。 

なつかシネマの上映 

〔資料係〕 

当館が所蔵するビデオ等から中

山道、明治時代、県出身監督、県

の海外連携をテーマにした作品

を上映する。 

【取組実績】 
懐かしの名作（「ビザと美徳」等）14

作品を上映、のべ 1,097名(12回合計)
の参加があった。 
【成果・課題・今後の方針】 
上映が定着しほぼ満席に近い。参加

者は 60代以降が多い。令和元年度は郷
土ゆかりの作品及び平成の名作をテー
マにして「少年時代」、「シンプル・ギ
フト」など 14作品を上映する。 

 

３ 世界に開かれた交流の場の創出 

取 組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

フランス オ＝ラン県との

交流事業の開催 

〔調査相談係〕 

フランス オ＝ラン県との交流

事業として交換図書の展示やア

ルザスの文化等を紹介するコー

ナーを設置し、関連講座、パネル

展を実施する。 

【取組実績】 
フランス・アルザス展（パネル展）

を開催した（4/28～6/28）。 
オ＝ラン県等の公立図書館等の視察

に職員 2名を派遣した（9/25～9/27）。 
オ＝ラン県立図書館に絵本を寄贈し

た。 
【成果・課題・今後の方針】 
オ=ラン県等の公立図書館、文化施設

を紹介するパネル展を 11月頃実施予
定。 
絵本の交換を継続する。 
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ICTを活用した英語の電子書

籍出版講座の開催 

〔調査相談係〕 

スマートフォンやタブレットを

使用してICT技術と英語の習得に

より、英語で電子書籍を出版する

ための講座を一般向けのほか親

子向けに開催する。 

【取組実績】 
6～11月にかけて開催した（一般向け
10回、親子向け 14回。同時開催）。の
べ 141名参加。 
【成果・課題・今後の方針】 
学校行事等の関係で親子で継続して

講座を受講することが難しく、親子向
けの講座は低調であった。令和元年度
は親子向けを開催せず、一般向けのみ
開催する。 

「外国文化に触れる交流会」

の開催 

〔調査相談係〕 

留学生や国際交流員等を講師に

迎え、小学生を対象とした「教え

て！海外のこと」、中学生以上を

対象とした「外国文化を知る講

座」を開催する。 

【取組実績】 
「教えて！海外のこと」のべ 51名参 

加。「外国文化を知る講座」のべ 89 名
参加。 
「外国文化を知る講座 特別編」（講

師：市川里美氏（大垣市出身））55 名
参加。 
【成果・課題・今後の方針】 
小学生対象、一般対象ともに好評で

あったことから、令和元年度も開催す
る。 

海外情報・海外教育コーナー

の充実 

〔調査相談係〕〔企画振興係〕 

語学学習用資料や、各国文化等に

関する資料の充実を図り、利用促

進のために多読講座を開催する。 

【取組実績】 
英語多読講座を 5 月に開催した。54

名参加。 
多読セットの貸出実績 のべ 22回 

（27セット所蔵） 
【成果・課題・今後の方針】 
今後も継続して収集する。 
岐阜県多文化共生推進基本方針に基

づく情報提供を充実するとともに、外
国人建設就労者ん民向け資料の充実に
努める。 

 



平成30年度評価指標

Ⅰ　「岐阜県図書館の運営方針」の推進

指標 実績等 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 前年比

資料費（万円） 実績 5,000 7,000 7,000 100%

新規購入冊数（冊） 実績 14,297 13,957 15,848 114%

県民一人あたりの貸出冊数（冊）
（県内全図書館の貸出冊数÷人口）

実績 5.80冊 5.75冊 5.73冊 99.7%

目標 90.0% 100% 100% 　

実績 95.6% 96.8% 97.8% 101%
達成率 106% 96.8% 97.8%
目標 22,000冊 22,000冊 22,000冊 　
実績 21,531冊 21,105冊 22,212冊 105.2%
達成率 98% 96% 101%
目標 300,000件 335,000件 317,000件 　
実績 329,120件 309,569件 326,316件 105.4%
達成率 109.7% 92.4% 102.9%

Ⅱ　能動的課題解決支援への転換

指標 実績等 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 前年比

入館者数（人） 実績 532,788 545,144 550,198 100.9%

新規登録者数（人） 実績 3,444 3,545 5,219 147%

貸出冊数（冊） 実績 447,757 418,432 391,285 93.5%

目標 － 790件 1,500件 　

実績 827件 1,439件 2,193件 152.4%

達成率 182% 146%

目標 25講座 25講座 27講座 　

実績 24講座 30講座 27講座 90.0%

達成率 96% 120% 100.0%

目標 100% 100% 　

実績 － 96.6% 94.9% 98.2%

達成率 96.6% 94.9%

目標 90% 100% 100% 　

実績 98.7% 99.6% 97.1% 97.5%

達成率 110% 99.6% 97.1%

目標 8,000件 8,000件 6,500件 　

実績 5,722件 5,765件 5,594件 97.0%

達成率 72% 72% 86%

目標 90% 100% 100% 　

実績 97% 97.6% 93.3% 95.6%

達成率 108% 97.6% 93.3%

外部データベース利用数（件）

一般向け各種講座の参加者満足度（％）

窓口サービス満足度（％）

取組
指標

基本
指標

取組
指標

レファレンス件数（件）
（所蔵・口頭を除く）

県図書館職員が講師を務める各種講座
の派遣件数

基本
指標

図書館ホームページアクセス件数（件）

レファレンス満足度（％）

県内相互貸借定期便による資料流通冊
数（冊）

図書館職員向け研修会の参加者満足度
（％）
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