
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度  

図書館評価 

令和３年７月 

岐阜県図書館 
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令和2年度アクションプランの取組状況 

（統計データは、令和3年3月31日現在） 

 

１ 社会的課題解決の支援 

（１）暮らしの安心のための支援 

① 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 

図書館で学ぶ医療講座

の実施 

〔企画振興係〕 

 

岐阜大学医学部附属病院等の医療

機関と連携し、がん、心疾患、脳

卒中、整形外科関係の疾患等、県

民の関心が高い疾病に関する医療

講座を図書館で開催する。また、

中学生を対象に、がんについての

正しい知識、がん予防の取組み、

命を守る医療について学ぶ講座を

開催する。 

 

【取組実績】 

岐阜大学医学部附属病院との連携事

業は新型コロナウイルス感染拡大の影

響で中止した。 

関係団体の協力を得て、絵本「ママの

バレッタ」原画展を開催した。 

（会期7/18-７/26、入場者数694名） 

【成果・課題・今後の方針】 

連携事業については、新型コロナウ

イルス感染拡大状況及び医療の状況を

考慮しながら、連携先の岐阜大学医学

部附属病院と協議する。 

原画展では、がん患者への理解を深

める機会とすることができた。今後も

機会をとらえてがんに関する情報提供

を推進する。 

健康医療に関する情報

提供の推進 

〔調査相談係〕 

県立看護大学図書館や県内公立図

書館と連携し、パスファインダー

を共同作成する。 

【取組実績】 

胃がんをテーマとした共同作成パス

ファインダーの原案を作成中。3年度中

に公開予定。 

絵本「ママのバレッタ」原画展会期

中、関連図書の展示とリストの配布を

行った。 

県公共図書館協議会共通テーマ資料

展示として、8月に「がん予防啓発」に

ちなんだ関連図書展示を行った。 

3月、がん検診車の来館に合わせて所

蔵する関連資料を閲覧室で展示。 

【成果・課題・今後の方針】 

がんに関する展示ではがん相談支援

センターやがん診療連携拠点病院とも

連携し、関係チラシ等を配布するなど

啓発に取り組むことができた。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

ひきこもり関連事業の

推進 

〔調査相談係〕 

岐阜県精神保健福祉センターと共

催でひきこもり関連事業（当事者

の居場所事業、ひきこもり講座）

を当館で開催する。 

 

【取組実績】 

＜ひきこもり居場所事業らららの森＞ 

毎月1回開催予定であったが、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響でほとん

どの回が中止となり、7月、12月のみ実

施となった。各回2名程度が参加した。 

＜ひきこもり講座＞ 

11/4に開催予定であったが、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で中止と

なった。 

【成果・課題・今後の方針】 

精神保健福祉センターによると、図

書館と連携した取り組みは全国でも例

がなく、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

ことから、3年度も引き続き実施する。 

 

健康医療情報コーナー

の充実 

〔資料係、調査相談係〕 

岐阜県総合医療センターがん患者

サロン用図書を購入し同サロンに

入替・設置するほか、がんを中心

に健康医療分野の資料の更新を図

る。 

 

【取組実績】 

健康医療情報コーナーに、健康・医療

関連資料を260冊購入した。 

電子書籍についても、健康医療関連

の資料を115点購入した。 

県総合医療センターのがん患者サロ

ンに設置する関連資料を175冊購入し

た。（同サロンでの資料入替・設置作業

は新型コロナウイルス感染拡大の影響

で未実施。） 

【成果・課題・今後の方針】 

引き続き関連資料の収集を行う。 

がん患者サロンが再開後は、資料の

入替・設置を引き続き行い、当館ウェブ

サイトに掲載するなどして利用促進を

図る。 
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② 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 

発達障害関係者のため

の出前図書館の実施 

〔調査相談係〕 

岐阜県発達障害者支援センターの

ぞみが主催する各種講座の会場で

関連図書を展示し、受講者の貸出・

閲覧の利用に供する。 

【取組実績】 

センターが主催する「家族のための

学習会」「家族のための講演会」の会場

で出前図書館を12月末までに4回実施

予定であったが、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、中止やWeb開催へ

の変更になったため、出前図書館は中

止となった。また、2月に予定していた

センター共催「家族のための講演会」も

Web開催への変更により共催は取りや

めとなった。 

【成果・課題・今後の方針】 

出前図書館の機会をセンター側と調

整する。センターによると「学習会」の

他にも家族等関係者が交流する場があ

り、3年度も引き続き実施する。 

 

特別支援学校における

図書館活動の推進 

〔調査相談係〕 

岐阜盲学校への出前おはなし会等

を実施する。 

【取組実績】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、出前おはなし会は実施していない。   

特別支援学校の支援は、県教育委員

会の「県立学校図書館支援事業」の一環

として係長級学校司書が行った。新型

コロナウイルス感染拡大の影響で、各

校を訪問しての支援が困難であった

が、オンラインツールを活用し、資料の

収集や図書館管理システムの操作、デ

ータ作成など、業務や運営に関して助

言を行った。 

【成果・課題・今後の方針】 

特別支援学校を含む「県立学校図書

館支援事業」は3年度も実施されるた

め、特別支援学校で活用できる所蔵資

料やサービスの紹介等、情報提供を継

続する。 

出前おはなし会等は、依頼を受けて3

年度も実施する。事業報告を当館ウェ

ブサイトに公開し、情報提供を行う。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

障がい者・高齢者向け

資料の充実 

〔調査相談係〕 

音訳図書、高齢者向け紙芝居等、

当事者向けの資料のほか、福祉関

係者、特別支援教育関係者向けの

関連図書を収集する。 

【取組実績】 

10/1に館内にバリアフリーコーナー

を開設。図書館利用に障がいのある方

への読書の支援を行っている。コーナ

ーには拡大読書器など読書を支援する

便利な機器や、LLブック等を設置。LL

ブック３冊、DAISY図書20点を追加購

入した。 

郡上市図書館への出前図書館におい

て、学校関係者等へバリアフリーコー

ナーやマルチメディアDAISYについて

紹介した。 

世界アルツハイマーデー（9/21）に

ちなみ、10/1～10/29に関連資料展示

を行い、県高齢福祉課提供のチラシ・パ

ンフレットも配布した。 

高齢者向け紙芝居の追加購入及び、

所蔵リストの改訂を行った。 

【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。 

3年度は、県公共図書館協議会が世界

アルツハイマー月間（9月）にあわせて

認知症に関する共通テーマ資料展示を

実施する予定。高齢福祉課とも調整し

ながら準備する。 
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③ 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」は、全6回の

うち6月までに予定していた2回を新型

コロナウイルス感染拡大の影響で中止

した。7月以降４回を実施し、大人30名、

子ども32名、のべ62名が参加した。「図

書館探検・パパと取材」（第5回・8/10）

は、新聞やテレビで取り上げられた。 

【成果・課題・今後の方針】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で参加者側に密を避ける傾向があり、

一緒に参加する保護者の人数は減少し

たが、今後も引き続き親子で参加でき

るイベントを計画する。 

 

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購入し、

充実させる。 

【取組実績】 

子育てに関する資料及び児童図書、

児童研究室資料を2,356冊購入した。 

岐阜県版父子手帳「パパスイッチオ

ン！」をコーナーに置き、約60部配布

した。 

【成果・課題・今後の方針】 

引き続き収集し、子育て支援図書コ

ーナー資料及び児童図書研究室資料の

利活用に努める。 

 

④ 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 

〔図書利用係〕 

岐阜県弁護士会との連携により、

定期的に法律に関する相談会等の

事業を実施する。 

【取組実績】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、全８回のうち2回を中止、６回の実

施となった。毎回定員以上の申し込み

があった。 

【成果・課題・今後の方針】 

日曜日の開催について９割以上の相

談者に好評をいただいているため、3年

度も日曜日の開催を予定している。 
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⑤ 人権教育啓発への支援 

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 

〔企画振興係〕 

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】 

人権教育・啓発に関する講演会・資料

展示は未実施。 

【成果・課題・今後の方針】 

県人権施策推進課と今後の事業予定

を調整する。 

⑥ 外国人県民への支援 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

外国人向け資料の充実 

〔資料係〕 

ブラジル、フィリピン、ベトナム

人向けの雑誌を継続して購入す

る。新聞についても入手可能な範

囲で購入する。 

【取組実績】 

中国、ブラジル、ベトナム人向けの新

聞や雑誌を購入し、外国人県民へのサ

ービスの充実を図った。（新聞2紙、雑誌

3誌）。図書は日本文化の紹介や一般教

養に資する資料など、ブラジル・ポルト

ガル語18冊、ベトナム語11冊を新規購

入した。 

【成果・課題・今後の方針】 

購読契約したフィリピン人向け雑誌

1誌は、新型コロナウイルス感染拡大の

影響で刊行中止となったため、購読継

続を見直す。その他の雑誌、新聞、図書

については継続して購入する。 

新 外国人県民の読書

活動を支援する取り組

みの実施 

〔調査相談係〕 

外国人県民の読書活動を支援する

ために、外国語の利用案内を作成

する。 

【取組実績】 

ベトナム人のコミュニティにメーリ

ングリストにて県図書館からのお知ら

せを配信。県図書館の利用方法、海外情

報コーナーの案内、図書館にあるベト

ナム語等外国語の本、雑誌、新聞の案内

を行った。 

外国語の利用案内のうち英語版を改

訂したほか、「やさしい日本語」版を新

規作成し、配布及びウェブサイトへの

掲載を行った。 

【成果・課題・今後の方針】 

ベトナム語の利用案内を新規作成予

定。また、外国籍の生徒が多い県立学校

への外国語資料の貸出を検討する。 
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（２）地域の活性化や仕事への支援 

① ビジネス支援 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

「仕事」を応援する講

座の実施 

〔企画振興係〕 

行政機関や産業支援関係団体と連

携して講座を開催し、講座プログ

ラムの中で図書館のビジネス支援

サービス案内と見学会、データベ

ース体験会等を実施する。 

【取組実績】 

ハローワーク岐阜、ぎふ建築担い手

育成支援センターとの各共催事業で、

ビジネス支援サービスを案内した。ま

た、希望者にはコーナー見学、データベ

ース実演を行った。 

【成果・課題・今後の方針】 

3年度も可能な限り共催事業を誘致

し、サービスの案内を行う。 

ビジネスライブラリア

ンの育成 

〔企画振興係〕 

ビジネス支援図書館推進協議会主

催の育成講習会に職員を派遣する

とともに、県内公共図書館に岐阜

県図書館の実践を紹介し、県内図

書館でのビジネス支援啓発に努め

る。 

【取組実績】 

ビジネスライブラリアン講習会修了

者は令和2年度末で10名（他所属へ異動

含む）となった。 

【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、県内図書館職員向けの研修

を計画する。 

② 学校教育への支援 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

教材研究支援コーナー

の充実 

〔郷土・地図情報係〕 

県内教員の教材研究活動の助けと

なるよう、引き続き教材研究支援

コーナー資料の充実を図る。 

岐阜県総合教育センターと連携

し、「岐阜県総合教育センター図

書・教育資料室公立図書館返却サ

ービス」を推進する。 

【取組実績】 

コーナー資料の購入を継続するとと

もに、岐阜県図書館で開催される教員

が集まる会議（地図活用研究会等）でコ

ーナーの案内、紹介を行った。また、利

活用の推進のため、１階へ移設した。 

岐阜県総合教育センターの返却サー

ビスは、253冊の返却があった。 

【成果・課題・今後の方針】 

図書館ウェブサイトでの広報や機会

をとらえての教員へのPRなどを行い、

併せて資料の充実を図る。また、研究発

表を行う学校への指導案集の寄贈を依

頼するなどして、実践資料の充実を図

る。 
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③ サポーター活動への支援 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

サポーター（ボランテ

ィア）活動の推進 

〔図書利用係、調査相

談係〕 

本の修理、絵本の読み聞かせ、音

訳、花飾り等のボランティア活動

を支援する。また、活動の資質向

上のために研修会を行う。 

 

【取組実績】 

一般サポーターを対象にした研修会

には7名が参加した。視覚障がい者サー

ビス協力者月例研修会は毎回15名程度

参加。また、今年度より同協力者向けに

パソコン録音講習会を実施。 

各サポーター活動実績は次のとおり。 

＜一般サポーター＞ 

本の修理冊数    944冊 

返却図書の排架 173回 

＜おはなしサポーター・外国語絵本サ

ポーター＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、サポーターによるおはなし

会は実施しなかった。 

＜視覚障がい者サービス協力者＞ 

音訳タイトル数 155タイトル 

＜花飾りサポーター＞ 

生け花 29回 

【成果・課題・今後の方針】 

一般サポーター、視覚障がい者サー

ビス協力者については、個別研修会で

は活動内容に直結した内容により資質

向上に役立てることができた。 

サポーターによるおはなし会につい

ては、新型コロナウイルス感染症の状

況を踏まえて、当館の実施を検討する。 
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２ 郷土を知り学ぶ機会の創出 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

「ぎふ清流の国文庫」

の充実 

〔資料係〕 

「関ヶ原合戦」「杉原千畝」「航空

宇宙産業」「郷土作家」「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。特に「明

智光秀」に関する資料は重点的に

収集する。 

【取組実績】 

453冊の資料を購入した。各テーマ別

内訳は、関ケ原116冊、杉原千畝71冊、

航空宇宙75冊、郷土作家55冊、世界遺

産26冊、木育65冊、明智光秀45冊。既

存資料を含めた総冊数は約５千冊。 

また、各務原市立中央図書館での出

前図書館では、航空宇宙・明智光秀関係

の図書を持参し、PRを行った。 

【成果・課題・今後の方針】 

資料の利活用推進のため、収集方針

を見直し、刊行年の古いもの等を中心

に順次資料を入れ替える。 

 

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、地図資料と郷土資料の

デジタル化を推進するとともに、

ウェブサイトでの公開を行い、利

活用を推進する。 

 

【取組実績】 

地図資料については、デジタル画像

を活用し、図録「古地図の世界Ⅻ―関ケ

原の戦いー」を発刊するとともに、ロビ

ーでの常設展示や企画展示を行った。

さらに、地図資料38タイトル（210点）

のデジタル化を実施した。著作権処理

済の資料を、随時岐阜県図書館ウェブ

サイトに公開予定。 

郷土資料についても、令和元年度に

デジタル化した資料を公開すべく作業

中である。 

【成果・課題・今後の方針】 

デジタル化した資料を活用し、図録

の発刊や展示を行うことができた。3年

度も郷土資料・地図資料のデジタル化

の継続と利活用の推進を図る。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

郷土作家トークイベン

トの開催 

〔企画振興係〕 

地元放送局と連携して郷土作家に

よるトークイベントを開催し、テ

レビ放映等を通じて郷土の魅力を

県民に伝える。 

 

 

【取組実績】 

岐阜県出身の作家・中村航氏のトー

クショーを1/30に開催した。WEAVER

ドラマーで小説家の河邉徹氏をゲスト

スピーカーに迎え、新しい時代の文芸

の形や、お二人の創作活動について語

っていただいた。参加者約60名。 

【成果・課題・今後の方針】 

3年度は小島信夫文学賞授賞式と同

日にトークイベントとして郷土作家で

ある堀江敏幸氏と文芸評論家の清水良

典氏の対談講演会を実施する。 

 

おとなのための岐阜学

講座の開催 

〔郷土・地図情報係〕 

岐阜大学等から講師を招き、全３

回にわたり、ふるさと岐阜の魅力

を紹介する講座を開催する。 

 

【取組実績】 

岐阜について学ぶ講座を3回開催。 

・10/11「『破戒』の禅僧・万里集九」 

講師：森田晃一氏（岐阜大学日本語・

日本文化教育センター教授） 

参加者：28名 

・12/12「『京道又湊道』と中山道、そ

して、現在」 

講師：黒田隆志氏（岐阜県郷土資料研

究協議会副会長） 

参加者：65名（岐阜県郷土資料研究協

議会と共催） 

・1/31「濃飛の文化人、小木曾旭晃」 

講師：林正子氏（岐阜大学副学長・教

授） 

参加者：38名 

【成果・課題・今後の方針】 

実施４年目となり、以前より専門的

な内容であったが、普段耳にすること

の少ない岐阜で活躍した人物や歴史を

学び、郷土への関心を喚起する貴重な

機会となった。3年度も引き続き講座を

開催する。 

 

  



- 11 - 

 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

ふるさと岐阜 古地図

散歩の開催 

「関ケ原ゆかりの地」 

〔郷土・地図情報係〕 

当館所蔵の古地図を手に「関ケ原」

「大垣」等、岐阜県内各地で、歴

史の痕跡を探しながら郷土につい

て学ぶ。 

 

【取組実績】 

全体のテーマを「関ケ原の戦い」と

し、所蔵する古地図を活用して全3回開

催した。 

・9/20「御成道を歩く～家康が通った

往時を偲びながら」参加者：21名 

・10/11「関ケ原合戦、勝敗を左右した

大垣城の戦い」参加者：21名 

・11/15「合戦から420年、陣跡で語る

『関ケ原の戦い』」参加者：21名 

【成果・課題・今後の方針】 

岐阜県図書館所蔵の地図資料等の利

活用を図り、ふるさと岐阜への関心・愛

着を喚起するきっかけとなった。引き

続き事業を開催する。 

 

新 鹿児島県立図書館

との連携事業の実施 

〔企画振興係〕 

鹿児島県立図書館と連携し、当館

で「岐阜と薩摩の絆展Ⅲ」、両県の

関連図書展示、観光パンフレット

展示等の事業を実施する。 

鹿児島県立図書館でも鶴丸城御楼

門竣工記念として両館で所蔵する

資料の展示を行う。 

 

【取組実績】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で中止した。 

【成果・課題・今後の方針】 

3年度は鹿児島県との姉妹県盟約締

結50周年にあたることから、既存事業

で鹿児島県をテーマに取り上げるほ

か、両県の関連図書展示、パネル展示等

の事業を実施する。 
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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 

新 海外情報・海外教育

コーナーの充実 

〔調査相談係〕 

語学学習用資料や外国文化等に関

する資料の充実を図るとともに、

英語多読シンポジウムを開催す

る。 

【取組実績】 

11月にNPO法人多言語多読との共催

で英語多読講演会・シンポジウムを開

催、午前の部の講演会は65名が参加し

た。午後の部のシンポジウムは40名参

加、学校図書館等関係者向けに事例発

表等を実施、当館の多読図書コーナー

の見学会も行った。 

また、県公共図書館協議会共通テー

マ資料展示として、2/4から「多文化共

生」をテーマに所蔵資料を展示した。 

【成果・課題・今後の方針】 

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ため、今後も

継続して関連資料を収集する。また、英

語多読に関する講座を引き続き開催予

定。 

 

「外国文化に触れる交

流会」の開催 

〔調査相談係〕 

国際交流員等を講師に迎え、小学

生及び中学生・高校生を対象とし

た講座を開催する。 

 

【取組実績】 

国際交流員から外国の文化を学ぶ講

座を小学生向け講座「教えて！海外の

こと」及び中高生向け講座「外国文化を

知る講座」として開催。６月はイギリ

ス、７月はリトアニア。 

・参加者 

6月 小学生向け16名､中高生向け8名 

7月 小学生向け6名､中高生向け10名 

【成果・課題・今後の方針】 

3年度は若年層が外国文化に触れる

機会として小学生対象の講座に特化し

て実施する。3か国分を計3回実施予定。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

新 多文化理解の推進 

〔調査相談係〕 

世界各国を巡り、訪れた国を題材

に絵本を製作している絵本作家・

市川里美氏（大垣市出身）を講師

に招き、小学生向けのワークショ

ップを開催する。 

オ＝ラン県（フランス）を紹介す

るパネルやオ＝ラン県立図書館か

ら贈られた絵本の展示を行う。 

 

【取組実績】 

フランス・アルザス展（パネル展）を

開催した（10/1-11/3）。会期中、昨年

度末にオ=ラン県立図書館から寄贈を

受けた絵本（35冊）の展示を行った。 

また、11/5-12/13には県公共図書館

協議会の共通テーマ資料展示「杉原千

畝」に関連して、リトアニアに関する資

料を展示した。 

市川里美氏によるワークショップ

は、新型コロナ感染拡大の影響で講師

が来日できず中止となった。 

来年度以降実施予定のベトナムとの

交流に向け、フエ省図書館関係者との

打ち合わせを実施した。 

【成果・課題・今後の方針】 

所蔵資料を展示するなど外国文化や

歴史を紹介し、多文化理解を推進した。 

3年度は、2年度に中止となった市川氏

ワークショップやベトナムを紹介する

パネル展を開催予定。 
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４ 中核図書館としての基盤強化と連携推進 

４-１基盤強化 

（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 

課題解決支援に必要な

資料の重点収集 

〔資料係〕 

課題解決支援を推進するため、関

係分野の最新資料について電子書

籍を含め重点的に収集する。 

 

【取組実績】 

重点収集資料として、図書2,012冊を

購入した。各テーマ別内訳は、障害・高

齢福祉207冊、健康医療260冊、ビジネ

ス支援189冊、学校支援104冊、海外情

報425冊、ぎふ清流の国文庫453冊（木

育65冊含む）、ティーンズ286冊、子育

て59冊、企画・イベント29冊。 

雑誌については、67誌を継続購入し

た。電子書籍については、776点購入し

た。 

【成果・課題・今後の方針】 

 今後も重点収集に関わる資料を購入

し、課題解決支援、関連コーナーの充実

を図る。 

 

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、除籍へ

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

や除籍に反映する。 

 

【取組実績】 

9/18に「林業・木育」関係分野1,131

冊の蔵書評価を、森林文化アカデミー

教授、県環境企画課の専門家（2名）に

依頼し実施した。林業、生態学、木育な

ど提示のあった分野について、45冊を

新規購入し、12冊の書庫資料を開架に

配置換えした。 

【成果・課題・今後の方針】 

3年度はスポーツ関連分野を予定。今

後も蔵書評価の結果をもとに、資料の

収集等に反映する。 

 

  



- 15 - 

 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

新 書庫狭隘化に対す

る対応 

〔図書利用係〕 

資料の増加による書庫狭隘化に対

し、必要な対策を検討・実施する。 

【取組実績】 

狭隘化の実態を把握するために、残

りスペースの実測、横置き図書数の確

認作業を実施した。 集密書架導入館の

現地調査を行い、実際の操作性を確認

した。 

当館の設計事務所に集密書架導入に

係る調査を委託した。 

3年度当初予算に、書庫改修工事実施

設計費用を要求したが、計上は見送ら

れた。 

【成果・課題・今後の方針】 

収蔵能力の限界年を5年度（6年度中

にキャパオーバー）と算出した。 

狭隘化の窮状を凌ぐ方策を早急に策

定・実施し、集密書架導入の実現を図

る。導入後の収蔵能力は160万冊 (現行

121万冊) を見込んでいる。 

 

（２）情報サービスの強化 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

図書館ウェブサイトで

の課題解決関連情報の

充実 

〔企画振興係〕 

ビジネスや健康医療等の課題別ペ

ージについて、図書館の事業や有

用なウェブ情報への案内を充実さ

せる。 

【取組実績】 

臨時休館中に「在宅勤務応援ページ」

「おうちで学習応援ページ」を作成。在

宅勤務や自宅学習に役立つ情報を収集

し提供した。 

【成果・課題・今後の方針】 

新たな情報の追加やリンク切れの確

認など、継続的なメンテナンスを行っ

ていく。ウェブページの更新は利用者

には気づかれにくいため、「お知らせ」

等でアピールし、利用につなげる。 
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（３）環境整備 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

施設・設備の維持管理

工事の実施 

〔管理調整係〕 

外壁の至る所にひび割れ、錆汁が

確認され落下の恐れがあることか

ら、県有施設中長期保全計画に基

づき外壁改修工事を実施する。ま

た、利用者の安心安全を確保し、

効率的な警備監視を行うため、開

館以来更新していないアナログの

防犯カメラをデジタル化する。 

 

【取組実績】 

外壁改修工事と防犯カメラ更新工事

を実施した。 

【成果・課題・今後の方針】 

外壁改修により建物の長寿命化に繋

がった。防犯カメラの更新により利用

者の安全性が高まった。 

外壁改修工事については、当初予定

よりも損傷個所が多いため、令和3年5

月末まで工事期間を延長して施工し

た。 

 

アウトリーチサービス

の充実 

〔企画振興係〕 

来館が困難な県民へのアウトリー

チサービスとして、紺野美沙子名

誉館長による朗読会を岐阜市以外

の県内地区で開催する。 

【取組実績】 

当 館 で の 名 誉 館 長 に よ る 朗 読 会

（8/22）に続き、11/2に高山市におい

て朗読会を開催した。高山市民憲章推

進協議会文化講演会としての開催であ

ったが、一般からも参加を募り、当館で

の開催には参加が困難な飛騨地方の県

民にも朗読会を堪能いただいた。 

【成果・課題・今後の方針】 

新型コロナ渦での開催となり、会場

定員を減らすなど、感染防止対策を施

した上での開催であったが、160名の参

加があり、とても好評であった。 

県立図書館の役割として県民の心豊

かな読書生活を推進するため、今後も

引き続きアウトリーチ事業としての朗

読会を企画する。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

電子書籍サービスの充

実 

〔資料係〕  

アウトリーチサービスの充実、情

報格差解消のため電子書籍提供サ

ービスを継続して導入する。 

 

 

【取組実績】 

電子書籍を1,051点収集し、13,900件

の利用があった。 

収集したコンテンツのテーマ別内訳

は、ビジネス支援279点、海外情報128

点、健康医療115点、事典・事典類76点、

子育て73点、地場産業69点、法律68点、

障がい高齢福祉44点、その他199点。 

各務原市、郡上市（本館・はちまん）

の各図書館で出前図書館を実施し、電

子書籍のPRを行った。（各務原市9/15、

郡上市12/10） 

図書館総合展で、先進事例として岐

阜県図書館の電子書籍について発表し

た（オンライン開催 11/5）。 

【成果・課題・今後の方針】 

今後は収集分野を広げ、コンテンツ

の充実を図る。 

新 地震等の災害対策 

〔図書利用係〕 

地震等の災害に対し、被害を最小

限にとどめるための対策を実施す

る。 

 

【取組実績】 

9月臨時休館時に開架部分のすべて

の書架（6,292段）に耐震用の図書落下防

止シートを設置した。 

【成果・課題・今後の方針】 

3年4月、図書総点検等の臨時休館時

に１F開架AV・バリアフリーコーナー 

323段、１F閉架書庫南部分622段を追

加設置予定。 

新 閲覧室内の整備 

〔図書利用係〕 

汚れが目立つ椅子やソファの座面

を張り替えるとともに、傷んだ掲

示物を更新する。 

 

 

【取組実績】 

ブラウジングコーナーソファ12台、

閲覧椅子135脚、小椅子15脚、授乳室ソ

ファ1台の修繕を実施。 

小見出し掲示板の様式を統一、2,881

タイトルを作成した。 

【成果・課題・今後の方針】 

感染症対策をふまえた整備を進め

る。 
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（４）情報発信 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

情報発信力の強化 

〔企画振興係〕 

様々なメディアを活用した広報活

動を積極的に行うとともに、分か

りやすさや見栄えの良さを意識し

た広報物を作成し、図書館の魅力

をより多くの県民に発信する。 

 

 

【取組実績】 

図書館から県政記者クラブへの資料

配布を27件行った結果、新聞、ラジオ、

テレビなど様々なメディアで取り上げ

られた。月１回発行のメールマガジン

は臨時休館中の４月に２回発行し、情

報発信を行った。 

【成果・課題・今後の方針】 

今後も図書館が実施するイベントや

事業を多くの県民に伝えるため、各種

メディアを活用した広報に努める。 

 

図書館ウェブサイトに

よる効果的な情報発信

とウェブサイトへの誘

導 

〔企画振興係〕 

ウェブサイトの特長を活かして情

報をわかりやすく発信する。また、

特定のキーワードで検索した結果

をQRコード化し、情報へのアクセ

スを容易にする。 

 

【取組実績】 

「お知らせ」「イベント・事業」「県内

図書館お知らせ」「（子どもページ向け）

お知らせ」を係ごとに活用し情報発信

を行った。臨時休館中は当館だけでな

く県内公共図書館の情報も発信した。 

【成果・課題・今後の方針】 

ウェブサイトアクセス数は前年比で

108%となり増加した。 

 

 

（５）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 

新 岐阜県子どもの読

書活動推進計画（第４

次）に基づく子どもの

読書活動の推進 

〔企画振興係、図書利

用係〕 

公共図書館長トップセミナーや司

書等研修において第4次計画の概

要説明の機会を設ける。また、既

存の事業を見直し、中高生など若

年層を中心とした事業として展開

する。 

 

【取組実績】 

中高生向けに「外国文化を知る講座」

を６～７月に実施し、40名が参加した。 

子ども向け、年齢別おすすめの物語、

絵本を紹介する小冊子「魔法の扉を開

いてみませんか」を改訂。 

【成果・課題・今後の方針】 

基本方針の一つである「本との出会

いの提供」をすすめるため、小冊子「魔

法の扉を開いてみませんか-知識編-」

改訂版を発行予定。３年度司書等研修

会の場で第４次計画の概要説明を行

う。 
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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〕 

児童図書研究室の利活用を促すた

め、大学等と連携して「児童図書

研究室活用講座」を開催する。ま

た、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

介するリストを改訂・増刷し情報

提供に努める。 

  

 

【取組実績】 

司書等研修の一講座として「児童図

書研究室活用講座」を開催した。児童図

書研究室の有効的な活用方法について

講義をいただいた。（12/2） 

子ども向け、年齢別おすすめの物語、

絵本を紹介する小冊子「魔法の扉を開

いてみませんか」を改訂。（前掲） 

【成果・課題・今後の方針】 

「児童図書研究室活用講座」には25

名の参加があった。３年度も継続して、

児童図書研究室の利用促進のため活用

講座を開催する。また、小冊子「魔法の

扉を開いてみませんか-知識編-」改訂

版を発行予定。 

 

中高生を対象とした展

示の開催 

〔図書利用係〕 

中高生の図書館利用を促すため、

中高生を対象としたテーマ展示や

ビブリオバトルに関連した図書展

示を行う。 

【取組実績】 

中 高 生 が 関 心 を も つ テ ー マ 展 示

（『「ふつう」ってなんだろう？』『読書

感想文おすすめ本』『レッツクッキン

グ！』『全国高等学校ビブリオバトル

2020 岐阜大会』『新しく始める』『子ど

もとは？ おとなとは？』）を 1～２か月

に１度実施した。 

【成果・課題・今後の方針】 

今後も引き続きテーマ展示を行うと

ともに、ティーンズコーナーに「若い人

に贈る読書のすすめ」などのリーフレ

ットを設置し、中高生の更なる読書推

進に繋げていく。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

学校図書館支援と学校

司書育成の強化 

〔企画振興係〕 

県総合教育センターと連携して学

校司書向け研修を開催するととも

に、係長級学校司書による学校図

書館支援事業を推進する。 

【取組実績】 

教育センターとの共催で「探究学習

と学校図書館」をテーマに研修を開催

した（オンライン）。 

係長級学校司書 8 名による県立学校

の支援は、新型コロナウイルス感染拡

大の影響で訪問による支援は困難であ

ったが、メール等のオンラインツール

を活用して実施された。 

【成果・課題・今後の方針】 

3年度も教育センターとの共催によ

る研修を実施する。また、県立学校図書

館支援事業についても、各係長級学校

司書による支援を推進する。 

 

４-２連携推進 

（１）関係機関との連携 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

県文化施設との連携に

よる文化事業推進 

〔企画振興係〕 

博物館、美術館、文化財保護セン

ター等と連携して、企画展示や秋

祭り等の事業を実施する。 

【取組実績】 

＜博物館＞ 

１．連携展示「オリンピックの歴史とデ

ザイン」及び関連事業 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で中止した。 

２．連携展示「千磨百錬 よみがえる赤

羽刀：前篇」1/19-3/14 

＜文化財保護センター＞ 

・発掘調査報告会：参加者 65 名 

・サテライト展示「岐阜を掘る！～文化

財保護センター30 周年特別展～」

1/23-3/14 

＜文化の森の秋祭り＞ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で中止となった。 

【成果・課題・今後の方針】 

今後も引き続き展示内容と関連した図

書の展示等を実施し、所蔵資料の利活

用につとめる。 
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取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

連携協定を結ぶ大学等

との連携事業開催 

〔企画振興係〕 

継続して連携事業を実施するとと

もに、各講座で関連資料を紹介す

る等、当館の所蔵資料を有効活用

し、図書館の利用促進につなげる。 

【取組実績】 

＜岐阜大学共催事業＞ 

・公開講座「楽習会」 

全 7 回開催。第 1 回から第 7 回の参

加者数はのべ 160 名、平均満足度は

86.8％ 

＜IAMAS 共催事業＞ 

・大人のためのブックトーク 

全 5 回開催。第 1 回は中止、第 2 回

から第 6 回の参加者数はのべ 93 名、平

均満足度 96.1％ 

＜放送大学岐阜学習センター共催事業

＞ 

講演会 2 回を予定していたが、いず

れも新型コロナウイルス感染拡大の影

響で中止となった。 

・「神話「教育立国日本」について考え

る」6/20 

・「組織論からみたマネジメント」7/11 

【成果・課題・今後の方針】 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響

で中止となった事業もあったが、実施

した事業はいずれも満足度が高かっ

た。3年度も引き続き共催事業を実施す

る。 
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（２）県内市町村図書館等との連携 

取組 具体的内容 取組実績と成果・課題・今後の方針 

県内図書館等との意見

交換実施 

〔企画振興係〕 

県内公共図書館との地区別意見交

換会、公民館図書室巡回と意見交

換会を実施する。 

 

 

【取組実績】 

＜県内公共図書館との意見交換会＞ 

・12月 西濃地区（書面） 

・1月 美濃地区（書面） 

・2/17東濃地区（対面で実施） 

＜公民館図書室巡回、意見交換会＞ 

・10/7可茂地区意見交換会 

（坂祝町、川辺町、七宗町、八百津町、

東白川村が出席） 

・11/6白川村 

・12/8笠松町 

＜その他＞ 

 岐阜県公共図書館協議会では、事務

局が中心となって新型コロナウイルス

に関する各館の対応状況をメーリング

リストを使って随時情報共有した。 

また、出前図書館を実施し、先方の希

望にあわせて当館サービス・所蔵資料

を持参して紹介した。 

・9/15各務原市 

（電子書籍、ぎふ清流の国文庫） 

・12/10郡上市 

（電子書籍、バリアフリー資料） 

【成果・課題・今後の方針】 

各館の課題や運営相談について回

答・意見交換し、質問事項については後

日資料等を提供した。新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響で、意見交換会

を書面での実施とした地区もあるほ

か、地区ごとの研修会も中止となった。 

公共図書館協議会のメーリングリス

トによる情報共有は、各館での対応を

検討する際の参考情報として活用され

た。意見交換会に限らず、さまざまな方

法で今後も各館とは連絡を密にして情

報収集をする。 
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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

業の実施 

〔企画振興係〕 

県内公共図書館共同事業や共通テ

ーマ展示等を実施する。 

【取組実績】 

共通テーマ資料展示として、8月に

「がん予防啓発」、11月に「杉原千畝」、

2月に「多文化共生」を実施。共通テー

マ資料展示は「生物多様性」も5月頃に

実施する予定だったが、当館を含むほ

とんどの図書館が新型コロナウイルス

感染拡大の影響で休館していたため中

止した。 

【成果・課題・今後の方針】 

共通テーマ展示は、各館の事情によ

るが、利用者の反応は概ね良好だった。

3 年度も引き続き実施することとし、

「がん予防啓発」「多文化共生」のほか、

「SDGs」「認知症」にも取り組む予定。 

また、子ども読書の日（4/23）・こど

もの読書週間（4/23-5/12）にあわせて

子どもを対象としたスタンプラリーを

実施する。 

 

県内公共図書館職員向

け研修会や講師派遣の

実施 

〔企画振興係〕 

より多くの図書館職員が参加でき

るよう配慮し、ニーズに合わせた

研修会を実施することで、県内公

共図書館職員の資質向上と意識改

革を図る。 

 

【取組実績】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、対面による開催が困難となったが、

資料配布に替えたり、オンライン開催

とすることにより、研修機会を設ける

ことができた。 

【成果・課題・今後の方針】 

 アフターコロナの図書館サービスを

考える講義などを研修機会として設け

るとともに、講師の許諾が得られれば

開催方法をオンライン・対面併用とし、

より多くの図書館職員が受講できるよ

う配慮する。 
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令和2年度評価指標

１　基本指標

指標 実績等 令和元年度 令和2年度 前年同月比
前年同月比

1日平均

資料費（万円） 7,195万円 6,680万円 93% ー

　（図書購入費） 4310万円 3,831万円 ー ー

　（電子書籍費） 464万円 700万円 ー ー

新規購入冊数（冊） 14,186冊 11,553冊 81% ー

電子書籍購入点数（点） 724点 1,051点 145% ー

入館者数（人） 実績 515,093人 234,978人 46% 56%

新規登録者数（人） 実績 5,167人 3,956人 77% 94%

貸出冊数（冊） 実績 353,052冊 282,416冊 80% 98%

目標 22,000冊 22,300冊

実績 21,389冊 20,007冊 94% 115%

達成率 97% 90%

目標 5,800件 5,400件

実績 5,023件 3,564件 71% 87%

達成率 87% 66%

目標 100% 100%

実績 94.1% 96.6% 103% ー

達成率 94.1% 96.6%

目標 100% 100%

実績 96.1% 96.1% 100% ー

達成率 96.1% 96.1%

２　運営方針の指標

指標 実績等 令和元年度 令和2年度 前年同月比
前年同月比

1日平均

1　社会的課題解決の支援 目標 15,000冊 15,000冊

（１）暮らしの安心のための支援 実績 13,947冊 9,683冊 69% 85%

達成率 93% 65%

１　社会的課題解決の支援 目標 7／18人 9人／20人

（２）地域の活性化や仕事への支援 実績 8／18人 6人／20人 75% ー

達成率 114% 67%

２　郷土を知り学ぶ機会の創出 目標 20,000件 10,000件 ※1

実績 2,099件 11,121件 ー ー

達成率 10% 111%

３　世界に開かれた交流の場の創出 目標 9,100冊 10,600冊

実績 10,891冊 7,625冊 70% 86%

達成率 120% 72%

4－１　基盤強化 目標 2,600冊 2,500冊

（１）資料の収集・保存 実績 2,498冊 1,872冊 75% 92%

達成率 96.1% 74.9%

4－１　基盤強化 目標 330,000件 357,000件

（２）情報サービスの強化 実績 373,372件 402,831件 108% 132%

達成率 113.1% 112.8%

4－１　基盤強化 目標 1,800件 7,600件

（３）環境整備 実績 7,404件 13,900件 188% 230%

達成率 411% 182.9%

4－１　基盤強化 目標 85件 85件

（４）情報発信 実績 77件 60件 78% ー

達成率 91% 71%

4－１　基盤強化 目標 3,500冊 3,300冊

（５）子どもの読書活動の支援 実績 3,223冊 2,332冊 72% 89%

達成率 92% 71%

４－２　連携推進 目標 110件 122件

（１）関係機関との連携 実績 122件 63件 52% 63%

達成率 111% 52%

４－２　連携推進 目標 620人 730人

（２）県内市町村図書館等との連携 実績 766人 304人 40% 49%

達成率 124% 42%

※1　郷土資料、古地図のデジタル化資料アクセス件数は、システム更新後の令和２年１月分から集計できるようになった

※令和3年度目標値は、R1とR2の平均 X 1.02

開館日数 270日 220日 81%

郷土資料、古地図のデジタル化

資料アクセス件数（件）

資料収集

【資料係】

実績

実績

利用統計

【企画振興係】

県内相互貸借定期便による資料

流通冊数（冊）

レファレンス件数（件）

（所蔵・口頭を除く）

サービス満足度

【企画振興係】

窓口サービス満足度（％）

レファレンス満足度（％）

健康医療情報コーナー資料貸出

冊数（冊）

ビジネスライブラリアン講習会

修了人数

（修了人数／司書人数）

他機関との連携事業件数（件）

図書館職員向け研修会の参加者

数（人）

海外情報、海外教育コーナー資

料貸出冊数（冊）

課題解決支援に必要な重点資料

収集冊数（冊）

図書館ホームページアクセス件

数（件）

電子書籍アクセス件数（件）

県図書館がメディアに取り上げ

られた件数（件）

学校向けセット文庫貸出冊数

（冊）


