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平成３０年度の取り組み内容 

１ 地域の文化を創る拠点となる図書館をめざします 

人と地域のつながり・文化を創る取り組み 

（１）地域・行政資料の収集・提供・保存 

■地域・行政資料の収集・提供・保存 

各館の地域・行政関連の資料の整理、また周辺地域の資料の収集を行う。各館の具

体的な目標は次の通り。 

【中央】 

・レファレンス室でファイルしている地域・行政関連のリーフレット、パンフレット

類の所蔵リストを作成する。 

【高幡】 

・現在設置している地域資料の書架、高幡不動尊コーナーを整理する。 

【日野】 

・日野宿発見隊の活動を通じて、日野宿内に残る歴史的な地域資料の発掘を進める。 

・日野宿内の生活情報に関する資料を収集し、情報コーナーを設けて地域住民に発信

する。 

【多摩平】 

・多摩平、旭が丘、豊田、東豊田、大坂上、日野台、（神明）を収集対象地域とし、

この周辺地域に関する資料を積極的に収集する。 

【平山】 

・平山図書館周辺地域の地理・歴史、自然、観光等に関する資料の収集と活用を推進

する。 

・随時、資料の整理を行い、見やすく探しやすい棚づくりに努める。 

【市政】 

・日野市関係人物による著作や日野市に関する記載がある資料などについて、随時図

書貸出管理システム上に情報を追加し、資料に専用のシールを貼付している。デー

タ確認とシール貼付作業を進める。 

【百草】 

・開架に出ている資料を整理し、書庫へ入れるもの、除籍するものを精査する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10月～３月の取組 

中央 ・レファレンス室のリーフレ

ット類の所蔵状況を調査。 

・調査をもとにリストを作

成、1階カウンターとレファ

レンス室で閲覧できるよう

にする。 
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高幡 ・現在の高幡不動尊コーナーの

充実を図るため、情報・資料

の収集に努める。 

・資料の新陳代謝を図り、コー

ナーを充実させる。 

日野 ・日野宿に残る歴史的な地域写

真資料を引き続き収集する。 

・日野宿内の飲食店等のＰＲチ

ラシを収集する。 

・収集した日野宿に残る歴史的

写真のデータベース化を図

る。 

・日野宿内の飲食店等のＰＲチ

ラシを展示・配布する。 

多摩平 ・現在の地域資料コーナーの資

料を整理し、情報の古い資料

は除架するなど、必要な資料

を探しやすくする。 

・巽聖歌、伊藤整などの地域の

作家や地域に関する資料を

市民が再発見できるような

展示等を行う。 

平山 ・平山図書館周辺関連資料の収

集と活用を推進する。 

・見やすく探しやすい棚づくり

に努める。 

・関連資料の収集と活用を推進

する。 

・見やすく探しやすい棚づくり

に努める。 

市政 ・日野市関係人物による著作や

日野市に関する記載がある

資料などのデータ修正とシ

ール貼付作業状況の確認。 

・データ修正とシール貼付。 

・データ修正とシール貼付。 

・館報ひろばを用いた周知。 

百草 ・地域資料書庫の整理。 ・保存年限を整理する。 

 

■市政図書室の機能充実 

・効率的な新手法として、平成 31 年１月稼動予定の新しい図書貸出管理システムで

構築するデジタルアーカイブの仕組みの中で、市の行政資料の電子データを公開す

るための検討を行う。 

 ※デジタルアーカイブ：図書・出版物、公文書、美術品・博物品・歴史資料等の知

的資産をデジタル化し、インターネット上で電子情報として

共有・利用できる仕組み。 

・年度内に開催予定の公文書管理の庁内プロジェクトチームに参加し、保存年限を過

ぎた公文書の保存と活用策を検討する。合わせて、市刊行物の納本制度の構築を検

討する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・デジタルアーカイブで市の

行政資料の電子データ公開

の手法を検討 

・公文書管理庁内プロジェク

トチームで公文書の保存年

限について検討を行う。 
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・保存年限が過ぎた公文書の

中から重要文書を選別・保

存する仕組みを提案する。 

 

（２）市民に役立つ情報の提供 

■情報コーナーの設置 

各地域館での情報収集、発信に努める。市政図書室で作成している日野人ニュース

クリップを各館で掲示し、情報発信を行う。情報コーナーを設置することが物理的に

困難な地域館も、チラシ配布等により、積極的に情報発信を行う。各館の具体的な取

組目標は次の通り。 

※日野人ニュースクリップ：新聞に掲載された日野市に関する記事の見出しを、1

週間ごとにピックアップして紹介したもの。各館や市

役所本庁エレベーター内に掲示しているほか、図書館

ホームページでも公開している。 

【中央】 

・しごと情報コーナーなどの情報コーナーの設置を継続する。また、市民のニーズを

踏まえながら配布物や掲示物の見直しを随時行う。 

【高幡】 

・高幡周辺の観光施設の情報・資料を収集し、発信する。 

【日野】 

・日野宿内の生活情報に関する資料を収集し、情報コーナーを設けて地域住民に発信

する。 

【多摩平】 

・情報コーナーとしてのスペース、掲示する壁もないため、地域の行事や催し物のチ

ラシを積極的に配布する。（子どもの行事・ふれあい館でのイベントなどの地域情

報誌・仕事や文化関係・健康関係等） 

【平山】 

・地域情報の発信を推進する。 

【百草】 

・地域に関する情報・ポスターなどを積極的に収集し、１階ギャラリーに掲示する。

チラシ類を日野市内の行事とそれ以外を分けるなど、置き方を工夫する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10 月～３月の取組 

中央 ・しごと情報コーナーに設置

している情報や、１階玄関

に設置している地域情報の

チラシ等の見直しを随時行

・しごと情報コーナーに設置

している情報や、１階玄関

に設置している地域情報の

チラシ等の見直しを随時行
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い、最新の情報を発信す

る。 

い、最新の情報を発信す

る。 

高幡 ・現在の高幡不動尊コーナーの

充実を図るため、情報・資料

の収集に努める。 

・コーナーを充実させる。 

日野 ・日野宿内の生活情報を中心

に、チラシ等を収集するとと

もに、情報コーナーのレイア

ウトを計画する。 

・収集したチラシ等を置く情報

コーナーを設置する。 

多摩平 ・チラシ等の整理・配布の仕方

の工夫 

・チラシ等の整理・配布の仕方

の工夫 

平山 ・平山季重や平山の歴史につい

て展示します。 

・郷土資料館主催の特別展と連

携して関連資料を展示しま

す。 

百草 ・百草地域に関係する情報にア

ンテナを張り、1 階ギャラリ

ーに掲示。チラシの置き方検

討。 

・館内に百草地域に関する情報

コーナーを検討。 

 

■パスファインダーの作成と配布 

中央、日野、市政でそれぞれのパスファインダー作成に取り組む。今年度作成しな

い地域館についても、次年度以降の作成に向けて検討を行う。 

【日野】 

・地域性を考慮し、日野宿に関する資料・情報に関するリストを整備し、パスファイ

ンダー作成のための事前準備を進める。 

【市政】 

・判例、法令、新聞記事等の調べ方について、パスファインダーを作成する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10 月～３月の取組 

日野 「新選組を読む・調べるため

に」の新版発行準備 

「新選組を読む・調べるため

に」の発行 

市政 内容の検討。 パスファインダーを作成する。 
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（３）市民の図書館活動・運営への参加 

■日野ヤングスタッフの活動への支援 

同世代に向けて本の魅力を発信するために、以下の取り組みを行う。 

・おすすめの本を紹介するＢＯＯＫパレード、ビブリオバトル等のイベント開催 

・ヤングスタッフが本を紹介する発行物の作成と発行 

・ヤングスタッフの募集やイベントを周知する際に、図書館ホームページやチラシ配

布をおこなっているが、より効果的に周知できるよう方法等を検討する。 

・どのようなイベントを開催するか改めて考え、適した形で活動の場を広げる。 

・高幡図書館利用者と「おすすめ本」の紹介を通じて交流を図る。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・おはなしピクニック 2018 で

BOOK パレード開催。 

・同世代の他団体との交流

会。 

・高幡図書館のヤングスタッ

フコーナーにおすすめ本を

記入できる掲示板を設置す

る。 

・イベントの開催。 

・ヤングスタッフ発行物の作

成。 

・おすすめ本を記入できる掲

示板を利用して利用者と交

流を図る。 

 

■ボランティア活動の支援 

図書館運営の中で、市民の参加によるボランティア活動の可能なものを洗い出す。 

宅配ボランティア活動については、分かりやすいパンフレットを作成し、周知を図

る。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・図書館運営の中でボランテ

ィア活動が可能なものの洗

い出し。 

・宅配サービスのわかりやす

いパンフレットを作成。 

 

（４）地域で活動する団体との連携 

■日野宿発見隊の活動支援 

日野宿の活性化につながるよう、日野宿発見隊の活動が、年間を通して実施できる

よう支援する。 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・スタンプラリーの実施。 

・「夏休み！親子で調べよう日

野用水」の実施。 

・「夕涼み会」の実施。 

・「八坂の祭り写真展」の実

施。 

・まち歩き会の実施。 

 

■本の魅力を発信する団体・サークルとの連携 

子どもと本をつなぐ活動をしている市内の団体（または個人）と懇談会を開催し、

情報共有を図る。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・平成 29 年度（第１回）懇談

会出席団体の名簿作成、広

報準備。 

・平成 30 年度（第２回）子ど

もの読書に関するボランテ

ィア懇談会の開催。 

 

■地域で活動する団体・サークルの活動支援 

・中央図書館・高幡図書館・百草図書館の集会施設を生涯学習に活用してもらうため

に、これら施設の利用を、広報等を活用して周知を図る。 

・集会施設を定期利用する団体向けに、「定期利用抽選会」を年２回開催する。 

・団体・サークル活動に役立つ資料を充実させる。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・平成 30 年度後期（10～３

月）定期利用抽選会の開

催。 

・広報等による周知。 

 

・平成 31 年度前期（４～９

月）定期利用抽選会の開

催。 

・広報等による周知。 

 

 

■企業・商店等との連携 

日野図書館においては、日野宿発見隊等を通じて日頃から商店会と連携を図ってい

る。これを活かして地域情報の発信を目指す。 

平山図書館においては、地域の農産物販売所と連携を検討し、平山地域の農業に関

連した本の展示をする。 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・新選組まつりの際に開催す

るスタンプラリー等の実

施。（日野） 

・農協の販売所との連携を検

討。（平山） 

・まちあるき会の実施。（日

野） 

・平山地域の農業に関連した

本の展示を実施。（平山） 

 

（５）関係機関との連携 

■学校図書館との連携 

学校搬送便での資料提供時に、図書館から貸出資料リストを提供し、どの資料が学

習に役立ったかを学校に評価してもらうなど、学校と連携し、さらなるサービスの充

実を目指す。 

また、「本の森学級文庫」では、小学２～５年生には各学年２箱（５０冊程度）を

配本しているが、小学 1年生にも２箱配本に増やす。 

図書貸出管理システム更新により、学校図書館図書貸出管理システムの掲示板機能

等を活用し、より迅速で正確な情報共有を行うなど、更なる連携の充実に努める。 

※本の森学級文庫：小学生が多くの本に出あう事ができるよう、読み継がれた名作

からライトノベル（表紙、挿絵にイラストを多用し、アニメや

漫画に親しんだ世代が読みやすいようにした小説）まで、読み

物が中心のセットを全小学校、全学年に貸し出している。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・小学 1 年生向け資料の選

書・購入準備（～８月）。 

・「本の森学級文庫」配本の実

施（４月・９月）、２学期か

ら１年生への配本冊数を増

冊する。 

・「本の森学級文庫」配本の実

施（１月） 

・システムの更新（１月） 

・学校へ新システムの説明を

行い、学校との運用方法を

決め、活用マニュアルを作

成する。 

・司書教諭連絡会への参加 

 

■大学図書館との連携 

・実践女子大学との交流を継続、推進する。 

・首都大学東京、明星大学との連携のあり方について検討する。 

・日野市民が大学図書館を利用することが可能であることを、ポスターの館内掲示や

図書館ホームページで引き続きＰＲを行う。 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・実践女子大学との連絡会を

開催。 

・ポスター掲示、図書館ホー

ムページでのＰＲ。 

・実践女子大学の常磐祭にて

ヤングスタッフによる本の

展示を行う。 

・ひまわり号を大学に出張さ

せ、学生や市民へのＰＲを

行う。 

・ポスター掲示、図書館ホー

ムページでのＰＲ。 

 

■周辺施設との連携 

地域館、中央館それぞれの周辺地域の施設と連携した取り組みを行う。 

・周辺地域のイベントに合わせた関連資料の展示。 

・情報コーナーを活用したチラシ設置等による情報提供。 

・イベントにあわせた本の展示。 

・子育て関連施設等へ出張し、読み聞かせ等の実施。 

・周辺施設と連携して実施するイベントの検討 等。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10 月～３月の取組 

中央 ・周辺地域のイベント情報を

収集し、開催されるイベン

トに合わせ、資料を展示。 

・周辺地域のイベント情報を

収集し、開催されるイベン

トに合わせ、資料を展示。 

高幡 ・多摩動物公園開園 60 周年に

ちなんだテーマ展示を行う。 

・郷土資料館の企画展示にちな

んだミニ展示を行う。 

・郷土資料館の企画展示にちな

んだテーマ展示を行う。 

日野 ・情報コーナーの充実を図る。 

・本の展示を計画する。 

・新選組のふるさと歴史館のお

ひなさま企画の打ち合わせ

に参加する。 

・空調工事により休館期間を設

けるが、この間は中央公民館

にて新聞や雑誌が閲覧でき

るよう協力を依頼する。 

・本の展示を実施する。 

・新選組のふるさと歴史館のお

ひなさま企画に協力する。 

多摩平 ・子ども家庭支援センター多摩

平の「子育てひろばミニ講

座」へ出張し、絵本の読み聞

・たまだいら児童館の乳幼児向

けイベント「プチすくすく」

に出張し、絵本の読み聞かせ
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かせと本の紹介を行う。 と本の紹介を行う。 

・図書館のひよこタイムに子育

て関連施設とコラボする。 

平山 ・平山季重ふれあい館を構成す

る、地域協働課、子ども家庭

支援センター、日野市企業公

社、図書館が連携したイベン

トの検討。 

・平山季重ふれあい館を構成す

る、地域協働課、子ども家庭

支援センター、日野市企業公

社、図書館が連携したイベン

トの実施。 

百草 ・百草図書館周辺にある駅前子

育て応援施設モグモグに出

向いて、放課後出張おはなし

会を行う。 

・駅前子育て応援施設モグモグ

に本の貸出、リスト配布など

を行う。 

 

■周辺地域との連携 

・京王線沿線７市図書館（八王子市、府中市、調布市、町田市、多摩市、稲城市、日

野市）連携を、図書館ホームページ等でＰＲを行う。 

・京王線沿線７市連携以外の隣接している自治体との連携を検討していく。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・七市連携のＰＲポスター検

討。 

・図書館ホームページ等でのＰ

Ｒ実施。 

・七市連携のＰＲポスター検

討。 

・図書館ホームページ等でのＰ

Ｒ実施。 
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２ 市民が気軽に立ち寄ることができる交流や憩いの場となります 

本を通じて人と人とのつながりを創る取り組み 

（１）くつろげる「居場所」としての環境の充実 

■設備の改善・充実 

多摩平図書館の閲覧用の椅子を一部取り替える。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・多摩平図書館の椅子交換のた

めの選定。 

・多摩平図書館の椅子購入、取

り替え。 

 

■ニーズに応じた多様なスペースの確保 

今あるスペースを有効に活用した取り組みを展開していく。これまで専用スペース

がないことから開催しなかった日野図書館における児童室でのおはなし会開催、利用

のない時間の百草図書館の談話室の開放など。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10 月～３月の取組 

日野 おはなし会の開催。 おはなし会の開催。 

百草 談話室の開放の実施。 談話室の開放の実施。 

 

（２）本を通じた出あい、交流の機会を創る取り組み 

■おすすめ本の紹介 

・図書館利用者が参加してもらえる内容の企画を検討、企画し、実施する。 

・中央図書館では、葉っぱ型のカードに本の紹介を書く「ひまわりを育てよう」等を

実施。高幡図書館では、ヤングスタッフコーナー掲示板にある、利用者がおすすめ

本のタイトル・感想を付箋に書いて貼るコーナーを引き続き実施する。 

・また、夏休みジュニアスタッフや、職場体験に来てくれた中学生が紹介した「おす

すめの本」を掲示する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10 月～３月の取組 

中央 夏休み期間に「ひまわりを育て

よう」を実施。 

12 月に「ツリーをかざろう」

を実施。 

高幡 ヤングスタッフ掲示板の実施。 ヤングスタッフ掲示板の実施。 

日野 夏休みジュニアスタッフに依 企画検討。 
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頼。その後掲示 

多摩平 夏休みジュニアスタッフ、９月

の日野第四中学校の職場体験時

に生徒に依頼、その後掲示等。 

１１月の日野第二中学校の職場

体験時に生徒に依頼、その後掲

示等。 

平山 夏休みジュニアスタッフや職場

体験時に訪れた中学生に、お勧

めしたい本のポップを作成して

もらい、本と一緒に展示する。 

利用者がお勧めしたい絵本等を

紹介するコーナーを設置する。 

百草 
利用者への「図書館で読んだわ

たしのおすすめ本」アンケート

設置の検討。 

利用者への「図書館で読んだわ

たしのおすすめ本」アンケート

の実施とおすすめ本コーナーの

設置。 

 

■各種イベントの拡充 

次のイベントの取組を行う。 

・中学生と作家の交流事業として中学生に人気の作家を招いて、中学生の企画による

中学生対象の講演会を実施。 

  （中学生をメンバーとする企画運営会議を事前に５回行う。講師は柳田理科雄氏

を予定。） 

・市民を募集して読書会を開催。 

  （連続講座５回・単発講座１回） 

・おはなしピクニック２０１８を開催。 

  （「子ども読書の日」にちなんだ毎年恒例のイベント。絵本作家・たしろちさと

さんのお話とぬりえワークショップ他。） 

上記以外にも、他部署や地域等と連携したイベントを工夫して行っていく。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・おはなしピクニック２０１８

を開催（４月）。 

・中学生と作家の交流事業企画

運営会議開催。 

・読書会の企画、準備、広報。 

・読書会連続講座第１回開催。 

・中学生と作家の交流事業のた

めの企画運営会議開催、講演

会の開催。（11 月） 

・読書会連続講座第２回～第５

回開催。 

・読書会単発講座開催。（12

月） 
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（３）移動図書館ひまわり号の活用 

■移動図書館ひまわり号による「つながり」を創る取り組み 

４月から新旭が丘地区センターに巡回を開始し、地区センター内本棚に資料を常時

置いておく団体貸出や、地域のボランティアによる読み聞かせの実施など、地域のつ

ながりを創ることを目指したこれまでにない移動図書館の新たな運営モデルを創る。

サービスの実施にあたっては、地域の方や他課や関係各所と連携する。また、新たな

サービスであるため、ＰＲに一層努める。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・団体貸出用資料の選定と購

入。 

・センター内本棚を活用した団

体貸出の実施。（４月に配架、

７月に資料の入替を行う。） 

・登録した地域のボランティア

の方による読み聞かせの支

援。 

・情報共有のため、報告書の回

覧と打ち合わせ。 

・宣伝用のチラシを地域自治会

へ回覧しＰＲを行う。（地域

協働課へ依頼。） 

・団体貸出用資料の選定と購

入。 

・団体貸出資料の入替。（10 月、

１月） 

・登録した地域のボランティア

の方による読み聞かせの支

援。 

・地域の方や他課、関係各所と

会議を実施。 
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３ 市民の読書活動を推進します 

本と出あい、本と親しむ機会を創る取り組み 

（１）本と出あうきっかけづくりの拡充 

■ポップ、ポスター展示、図書館報「ひろば」等による本の紹介 

利用者の本と出あうきっかけとなるポップ、ポスターの掲示を行う。ポップ、ポス

ターは、職場体験生や実習生、夏休みジュニアスタッフ等に作成してもらい掲示する。 

図書館報「ひろば」では新しい本の紹介のほか、図書館員による本の紹介を掲載す

る。また、テーマに沿った本を紹介する「ひろば」特集号を発行する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・ポップ、ポスターの作成、掲

示。 

・図書館報「ひろば」を毎月発

行。 

・ポップ、ポスターの作成、掲

示。 

・図書館報「ひろば」を毎月発

行。 

 

■テーマ展示の実施 

季節や社会情勢等、利用者のニーズに応じたテーマ展示を行い、新たな本と出あい、

読書をより楽しんでもらう機会を拡充する。 

また、市役所内の各部署と連携し、市のさまざまな課題や取り組みをテーマとした

展示を引き続き推進する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 テーマ展示の内容 

中央 ４月 新年度に読みたい本 

５月 のりものにのって 

６月 【認知症】 

７月 【環境】 

８月 【平和】 

９月 【世界自殺予防デー＆自殺予防週間】 

10 月【東京おもてなし】 

11 月【子育て支援・児童虐待防止】 

３月【自殺対策】 

高幡 ４月～５月 動物園へ行こう～多摩動物公園 60 周年  

６月【環境】自然、地球、エコロジー、省エネ  

赤い鳥創刊１００年 

７月 夏を楽しむ  
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８月【平和】想いを伝える 

   自由研究に役立つ本 

９月 【認知症】  

10 月【東京おもてなし】 

   【まちゼミ】 

11 月 他人の日記をのぞいてみる 

３月【自殺対策】 

日野 ４月 書く芸能人 

５月 ノンフィクションを読む 

６月 【食育】食～すこやかに暮らす～ 

７月 映画になった本 

８月 【平和】かけがえのない日常 

９月 山が好き 

10 月【東京おもてなし】東京の職人 

11 月 環境 

多摩平 ４月～５月 がんばれ日野のスポーツアスリートたち～ 

祝トップリーグ昇格日野自動車レッドドルフィンズ 

６月～７月夜空を見上げて… 

     ～雨雲の向こうに広がる星の世界～ 

８月 【平和】「戦争と子どもたち」 

９月 【認知症を理解するために】 

10 月【東京おもてなし】（東京 いま・むかし） 

   まちゼミ 

11 月～12 月 【子育て支援 児童虐待防止】 

１月【環境】 

３月【自殺対策】 

平山 ４月 これまでの本屋大賞ベストテン 

５月 鉄道を楽しむ 

６月【子育て支援】 

７月 地図を楽しむ 

８月【平和】 

９月【環境】 

10 月【東京おもてなし】 

11 月【子育て支援 児童虐待防止】 

12 月～２月 日野の自然と鳥 

百草 ４月 百草地域・春  

５月 【環境】  

６月 雨を楽しむ  

７月 子ども条例  

８月 【平和】「戦争と平和を考える」  
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９月 宇宙月間 天体  

10 月 【東京おもてなし】  

   【まちゼミ】 

11 月 【子育て支援 児童虐待防止】 

３月  わたしのおすすめ本 

※隅付き括弧【】つきのタイトルは、他部署との連携テーマ 

※【東京おもてなし】は、東京都内公立図書館による２０２０オリンピック・パラ

リンピックに向けての共通テーマの展示イベント。 

 

（２）子どもが本に親しむ機会を創り、拡大する取り組み 

■第３次日野市子ども読書活動推進計画の推進 

・子どもの読書活動を推進することを目的としたイベントを実施する。 

・計画の推進にあたり、関係各課実施状況の調査をまとめる。未着手の部分を洗い出

し、計画的に取り組めるようにするとともに、進捗状況を図書館協議会や教育委員

に報告する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・おはなしピクニック２０１８

の開催。（４月） 

・関係各課へ進捗調査を依頼、

まとめ。 

・中学生と作家の交流事業（11

月）  

・進捗状況を図書館協議会や教

育委員へ報告                                           

・子どもの読書に関するボラン

ティア懇談会の開催 

 

■子どもが利用しやすい環境整備 

各館の児童室において、季節にあったポスター等の掲示や本の展示を行うなど、子

ども連れが来館しやすい環境をつくる。おはなしの部屋がある地域館は、部屋の環境

を子どもたちが過ごしやすく、くつろいで本を自由に手に取れるよう整える（高幡・

多摩平）。また、おはなし会などで紹介した絵本を展示する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

 ４～９月の取組 10 月～３月の取組 

中央 ・季節に合った本の展示を行

う。 

・季節に合った本の展示を行

う。 

・書架配置について検討し、

必要な場合は配置を変更す

る。 

高幡 ・春から初秋にふさわしいポス ・秋から初春にふさわしいポス
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ターと絵本を展示する。 

・おはなしの部屋の乳幼児向け

絵本を入れ替える。 

ターと絵本を展示する。 

・おはなしの部屋の乳幼児向け

絵本を入れ替える。 

日野 ・児童向けのテーマ展示を計画

する。 

・児童向けのテーマ展示を 2 回

実施する。 

多摩平 ・おはなしの部屋の環境整備

（飾りつけ）。 

・児童室の蔵書を見やすく選び

やすいよう整理にする。 

・児童室壁面の装飾。 

・子どもにもわかりやすい書架

表示の更新。 

平山 ・絵本コーナーにおはなし会で

紹介した絵本を展示し、貸出

しする。 

・季節の絵本を展示。 

・乳幼児向き絵本を整備。 

・絵本コーナーにおはなし会で

紹介した絵本を展示し、貸出

しする。 

・季節の絵本を展示。 

・乳幼児向き絵本を整備。 

百草 ・学校や保育園で紹介した本を

わかるように展示して、貸出

につなげる。 

・乳児向けの絵本コーナーを作

る。 
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４ すべての市民に図書館サービスを提供します 

知ってる・使える図書館づくり 

（１）図書館サービスのていねいな説明 

■図書館サービスのＰＲ 

図書館の利用案内の他、各分館の特徴や図書館サービスの周知を図書館報「ひろば」

や図書館ホームページで行う。また、今年度は 1月に図書貸出管理システムの更新が

行われるため、利用に際しての変更点等をお知らせしていく。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・順番予約と障害者サービスを

掲載する。 

・システム更新による利用に際

しての変更点等のお知らせを

掲載する。 

 

■利用案内の作成・配布 

現在発行している利用案内を随時校正し、最新の情報を掲載する。 

図書館ホームページ上の利用案内も随時見直し、わかりやすいサービスの周知に努

めていく。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・図書館ホームページの見直

し。 

・利用案内印刷 

・システム更新に伴う図書館ホ

ームページの掲載内容修正。 

 

（２）利用につながる図書館情報の発信 

■未利用者向けチラシの作成・配布 

・「広報ひの」で未利用者向けの案内を掲載する。 

・未利用者向けチラシの作成を検討する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・「広報ひの」原稿作成。 ・「広報ひの」掲載。 

・チラシ作成検討。 
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■様々な媒体を活用した広報・周知活動 

・図書館での取り組みを図書館報「ひろば」に掲載するほか、「広報ひの」にも掲載

する。 

・新しいサービスやイベントについてはプレスリリースを積極的に行う。 

・今年度１月に図書貸出管理システムの更新が行われるのに伴い、図書館ホームペー

ジのコンテンツ等も更新する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・図書館報「ひろば」の発行。 

・プレスリリース。 

・図書館報「ひろば」の発行。 

・プレスリリース。 

・システム更新に伴う図書館ホ

ームページ更新（１月） 

 

（３）移動図書館ひまわり号によるサービスの充実 

■個人・団体貸出の実施 

・21 か所の地域への巡回を行う。このうち、１か所は新旭が丘地区センターへの巡

回で、４月より新たに開始する。 

・51団体への団体貸出を実施する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・新旭が丘地区センターへの巡

回を開始。（４月） 

・21 か所の地域への巡回。 

・51 団体への団体貸出。 

・21 か所の地域への巡回。 

・51 団体への団体貸出。 

 

■運営方法の検討 

・新たに団体貸出の巡回希望が出ている児童施設への移動図書館ひまわり号の巡回

開始に向けて、調整を行う。また、巡回にあわせて児童施設での読み聞かせ実施に

向けた検討も行う。 

・図書館ＰＲのため、市が企画するイベント等のほか、学園祭などにも移動図書館ひ

まわり号が参加し、利用を促す。 

・新旭が丘地区センターでの取り組みをモデルとした、地域のつながりを創ることを

目指した新たなサービスを行う地区を検討する 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・新規団体を訪問し、日程調

整・駐車場確認などを行い、

巡回を試行する。 

・手をつなごうこどもまつり実

行委員会に参加、準備を行

う。 

・次年度の巡回調整を行う。 

・児童施設での読み聞かせ実施

に向けた取り組み。 

・手をつなごうこどもまつりへ

の参加。（10 月） 

・実践女子大学の大学祭に参

加。（11 月） 

 

■新システム導入によるサービスの拡充 

図書貸出管理システム更新に伴い、移動図書館ひまわり号にノートパソコンによる

オンライン貸出返却システムを導入し、利用者の利便性の向上に努める。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・システム更新に向けた準備を

行う。 

・作業マニュアルの作成など。 

・システムの更新（１月）。 

・作業マニュアルの作成。 

・乗車職員への研修など。 

 

（４）多様な利用者へのサービスの拡充 

■図書館の利用に障害がある方へのサービス 

・障害者サービスＰＲのため新たな連携先をつくる。 

・新たに収集、提供を始めたマルチメディアデイジー図書、ＬＬブックのＰＲを行

う。 

 ※マルチメディアデイジー図書：視覚に障害のある方はもちろん、加齢などによ

り文字が見えにくい方、発達障害のある方など

活字による読書が困難な方に対し、文字や音声、

画像を同時に再生できるデジタル録音図書。 

 ※ＬＬブック：知的障害や学習障害、日本語を母国語としない人などが読書を楽

しめるよう工夫してつくられた「やさしく読みやすい本」のこと。

写真や絵、絵文字、短い言葉などで構成されている。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・福祉政策課や発達・教育支援

センター「エール」と連携

し、障害者サービスやマルチ

・関連機関を通じてサービスを

必要とする方にＰＲを行う。 



20 

 

メディアデイジー図書、ＬＬ

ブックのＰＲを行う。 

 

■高齢者へのサービス 

・大活字本や高齢者向け紙芝居などの高齢者のニーズにあった資料の充実を図る。 

・高齢者にわかりやすい書架配置等を工夫する。 

・平山図書館では、闘病記を収集し、闘病記コーナーのＰＲを強化する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・高齢者のニーズにあった資料

の充実。 

・闘病記関連の資料の収集。

（平山） 

・闘病記コーナーを庁内掲示板

等でＰＲするとともに、市立

病院をはじめ関連機関と連携

を図る。（平山） 

・高齢者のニーズにあった資料

の充実。 

・闘病記関連の資料の収集。

（平山） 

・闘病記コーナーを図書館ホー

ムページ等でＰＲし、テーマ

展示を行う。（平山） 

 

■外国人へのサービス 

日本語を母語としない、あるいは、日本語を読むことが困難な方がどのような資料

を必要とするか等を、必要な資料を収集し、提供していく。 

また、外国語資料のデータ登録マニュアルも整備を進める。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・必要とされる資料の把握。 資料の選定、購入。 

 

■様々な環境や要因により、図書館を利用しにくい人へのサービス 

病気や高齢で来館が困難な利用者のための宅配サービスをＰＲする。 

市内各図書館での貸出・返却が可能なこと、ブックポスト、移動図書館、広域利用

サービスなど、既存のサービスを改めてＰＲする。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・宅配サービス等のＰＲ ・宅配サービスのわかりやすい

パンフレットを作成する。 
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５ 現在および未来の市民が求める資料・情報を収集・提供・保存

します 

図書館サービスの基本 

（１）資料・情報の収集 

■蔵書の充実 

・明文化した選書基準を年度内に完成させ、公開する。 

・市民のニーズや資料の利用状況を考慮した選書による蔵書の充実を図る。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・選書基準策定に向け、検討を

行う。 

・多様な視点で資料を選定す

る。 

・選書基準を作成し公開する。 

・多様な視点で資料を選定す

る。 

 

■オンラインデータベースの充実 

オンラインデータベースの利用促進をめざし、ＰＲスライドを作成し、館内のオン

ラインデータベース閲覧用の端末で掲示する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・オンラインデータベースＰＲ

スライドを作成。 

・オンラインデータベースＰＲ

のスライド掲示開始。 

 

■電子書籍の検討 

電子書籍に関する調査研究を続け、新しい動向の把握や情報共有を行う。また、新

しく図書館で導入したマルチメディアデイジー図書の利用を促進する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・マルチメディアデイジー図書

のＰＲ。 

・職員間での情報共有。 

・電子書籍を導入している周辺

自治体への利用に関する調査

を検討・実施。 
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（２）資料・情報の保存 

■資料の保存、除籍 

・保存・除籍基準の策定。 

・リサイクル資料の有効活用。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・保存・除籍基準策定に向け、

検討を行う。 

・リサイクル図書を利用者に定

期的に配布する。 

・保存・除籍基準を策定し、除

籍を行う際にはこの基準に基

づいて行う。 

・リサイクル図書を利用者に定

期的に配布する。 

 

（３）資料・情報の提供体制の充実 

■ニーズにすばやく対応できる貸出体制の充実 

・資料の予約取り置き期間(２週間）を引き続き徹底する。 

・都立図書館をはじめ他自治体図書館および国立国会図書館から資料の借用ができ

ることをＰＲする。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・取り置き期間の徹底。 

・他自治体等の図書館からの借

用をＰＲする。 

・取り置き期間の徹底。 

・他自治体等の図書館からの借

用をＰＲする。 

 

■インターネット環境の充実 

・現在、NTT東日本、NTT DOCOMO、NTTコミュニケーションで提供する無線ＬＡＮ（利

用には利用者と各社との契約が必要）を導入している（平山、市政を除く）。図書

貸出管理システムの更新に伴い、フリーＷｉ‐Ｆｉを全館で導入する。 

・利用者用インターネット端末は、調べもの専用として利用者に提供しているが、セ

キュリティのためにメールの送受信や SNS 等への書き込み、各種ログイン等がで

きないように設定している。引き続き適切な活用のためのセキュリティを確保す

る。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・システム更新に向けた検討、

準備 

・システム更新、運用（１月） 
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（４）読書案内・レファレンスサービスの充実 

■読書案内・レファレンスサービスのＰＲ 

・図書館ホームページの「日野市についてよくある質問（レファレンス事例集）」の

更新をしていく。 

・図書館のホームページの「日野市についてよくある質問（レファレンス事例集）」

の更新に合わせ、事例集を紹介する「レファレンス室だより」を図書館報「ひろば」

に年２回掲載する。 

・本を紹介するテーマ展示を毎月行い、図書館ホームページや図書館報「ひろば」で

ＰＲする。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・図書館ホームページの更新 

・図書館報「ひろば」に「レフ

ァレンス室だより（第１５

回）」を掲載する。 

・テーマ展示を毎月行う。 

・図書館ホームページの更新 

・図書館報「ひろば」に「レフ

ァレンス室だより（第１６

回）」を掲載する。 

・テーマ展示を毎月行う。 

 

■レファレンス資料の充実 

・レファレンス室所蔵のマイクロフィルムの保存状態を調査し、経年劣化対策を検討

する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・所蔵マイクロフィルムの劣化

状態の調査を行う。 

・調査に基づき、経年劣化対策

の検討を行う。 

 

■子どもの調べる力の向上 

・学校での調べ学習や読書指導用図書を要望に応じて用意し搬送するなど、学校の授

業における課題解決のための参考となる資料を提供する。 

・学校図書館の選書等に関するアドバイスを行う。 

・図書貸出管理システム更新による新たなサービスを検討する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・調べ学習用の資料を搬送。 

・資料の選定と購入。 

・調べ学習用の資料を搬送。 

・資料の選定と購入。 

・司書教諭連絡会への参加。 
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・子どもの調べ学習等のための

図書の見本展示会 （学校に

も呼びかけ） 

・学校図書館へのアドバイス。 
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６ サービスを提供する基盤を整備します 

（１）施設の保持・保全 

■老朽化対策・防災対策の推進 

各施設の保全のために以下の取り組みを行います。 

・中央図書館耐震補強工事の実現に向け、財政課や建築営繕課と協議していく。 

・緊急の施設等修繕に対応する。 

・交換した設備の耐用年数を把握し、今後の修繕計画に活かす。 

・消防用設備点検業務委託を実施し、法令に基づいた修繕を計画的に実施する。 

・修繕等予算の確保に努める。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・中央図書館耐震補強工事（１

階トイレ部分）の実施設計を

建築営繕課に委託。 

・消防用設備点検の実施。（６

月） 

・中央図書館耐震補強工事の実

施に向けて予算要求を行う。 

・消防用設備点検の実施。（１

月） 

・修繕等予算の確保。 

 

（２）ＩＣＴ化の推進 

■システム更新に伴う図書館ＰＲ、図書検索機能等の強化 

・図書貸出管理システムが今年度１月に更新されることに伴い、図書館ホームページ

のコンテンツ等を検討し、更新する。 

・地域資料の電子化を行い、デジタルアーカイブを公開する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・システム更新に向けての検

討・準備。 

・システム更新（１月） 

 

 

■セキュリティの強化 

・研修によりセキュリティ対策を徹底する。 

・図書館システムで使用している端末のウィルス対策ソフトのウィルスパターンを

最新とするとともに、ウィンドウズのアップデートを行い、端末を最新の状況とす

る。 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・ウィルス対策を最新とし、各

端末のウィンドウズのアップ

デートを行う。（随時） 

・全庁におけるセキュリティの

日（毎月第４火曜日）の周知 

・ウィルス対策を最新とし、各

端末のウィンドウズのアップ

デートを行う。(随時) 

・全庁におけるセキュリティの

日（毎月第４火曜日）の周知 

・日野市情報セキュリティ研修

の受講。 

・館内セキュリティ研修の実

施。 

・学校図書室のセキュリティ研

修の実施。 

 

（３）職員の育成 

■研修体制の構築 

・図書館職員に求められている力量を育てる職員研修を実施する。 

・都立図書館、国会図書館等で行われる図書館職員向けの研修を積極的に活用する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・7 月に「日野市の地形図につ

いて」の職員研修を実施す

る。 

・都立図書館、国会図書館等で

行われる研修に参加。 

・来年度の職員研修について検

討する。 

・都立図書館、国会図書館等で

行われる研修に参加。 

 

（４）市民とともにすすめる図書館運営の推進 

■図書館運営の点検・評価 

「日野市立図書館の運営の状況に関する評価書」の作成を継続して実施。 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・図書館協議会へ事業説明会実

施（6 月） 

・図書館協議会による評価（7

月） 

・教育委員会へ報告（9 月） 

・評価における改善に取り組む 
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・図書館ホームページ等で公表

（９月） 

 

■図書館の運営方法の検討 

図書館運営のあり方を、職員による検討チームで検討を行う。 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・検討チームによる検討。 

 

・検討チームによる検討。 

・他市図書館の視察。 

・検討のまとめ。 
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平成３０年度の各館での取り組み内容 

１ 高幡図書館 

・ヤングスタッフの活動を引き続き推進し、さらに活動の場を広げる。 

・七生地域の公共施設との連携のあり方を検討する。 

・現在の高幡不動尊コーナーを整えて、使いやすいものにしていく。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・おはなしピクニック、BOOK

パレードの開催。ヤングスタ

ッフ発行物の作成。 

・ヤングスタッフコーナーにお

すすめ本を書き入れる掲示板

を設置し、おすすめ本を通じ

て利用者とヤングスタッフと

の交流を図る。 

・多摩動物公園・郷土資料館に

関するテーマ展示を行う。 

・高幡不動尊に関する情報・資

料を収集する。 

・ヤングスタッフでイベントを

行う。また、他団体の同世代

と交流する。 

・ヤングスタッフコーナーにお

すすめ本を書き入れる掲示板

を設置し、おすすめ本を通じ

て利用者とヤングスタッフと

の交流を図る。 

・郷土資料館の企画展示にちな

んだテーマ展示を行う。 

・高幡不動尊コーナーの充実を

図る。 

 

２ 日野図書館 

・新規で取り組むおはなし会を軌道にのせる。 

・駅前看板（日野宿案内図）の更新。 

・地域情報コーナーの設置。 

・近隣施設との連携による地域づくり。 

・子どもたちが用水に親しむ事業を実施。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・おはなし会スペースを決め、

おはなし会を開始。 

・駅前看板更新のためのシティ

ーセールス課との連携。 

・おはなし会の特別版であるお

たのしみ会を実施。 

・駅前看板完成・地域情報の発

信・広報。 
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・地域情報の収集・近隣施設と

の定期的会議に継続して出

席。 

・空調設備工事期間に公民館に

新聞・雑誌閲覧コーナーを設

置。 

・「夏休み！親子で調べよう日

野用水」の計画・実施 

・近隣施設との定期的会議に継

続して出席。 

 

 

３ 多摩平図書館 

・月 1回開催しているひよこタイムの拡大について検討・実施。 

・子ども家庭支援センター多摩平やたまだいら児童館との連携を深める。 

・近隣の保育園や幼稚園の来館時の対応について再検討し、ＰＲに努める。 

・近隣の新設保育園への図書館サービスをＰＲする。 

・病院に通院する人向けのコーナーの設置について、検討・実施する。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・おはなしの部屋の飾り付け。 

・ひよこタイムの拡大について

検討および実施。 

・近隣保育園や幼稚園の対応に

ついて検討し、ＰＲに努め

る。 

・ふれあい館まつりなどで、子

育て関連施設との連携した事

業を展開する。 

・病院に通院する人向けコーナ

ーの設置に向け、関連資料を

収集する。 

 

 

４ 平山図書館 

・平山季重ふれあい館構成部署と連携し、中高年向けのイベントを開催する。 

・闘病記コーナーのＰＲを強化する。 

・平山季重ふれあい館内でパンを販売してくれる社会福祉法人を誘致する。 

・平山季重ふれあい館で行われる各種イベントや講座等と連携し、関連図書の利用を

図る。 

・図書館を利用したことのない人に向け、図書館をＰＲする。 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・イベントの開催を検討する。 

・闘病記コーナーを庁内掲示板

等でＰＲし、市立病院をはじ

め関連機関と連携を図る。 

・パンの販売を社会福祉法人に

働きかける。 

・図書館をＰＲする掲示物を作

成する。 

・イベントを開催する。 

・闘病記コーナーを図書館ホー

ムページ等でＰＲし、テーマ

図書展示を行う。 

・パンの販売を館内外に広報す

る。 

・郷土資料館主催の特別展と連

携し関連資料を展示する。 

・掲示物を関係機関に掲示依頼

し、広報板に掲示する。 

 

 

５ 百草図書館 

・ゆったりと過ごしたくなる雰囲気をつくるため、館内ＢＧＭを開始する。 

・談話室の開放を検討する。 

・子育てカフェや落川交流センターなど地域の人が集まる場において、図書館のＰＲ

や行事の関連資料の貸出、読み聞かせなどを行う。 

 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・BGM 試行結果を周知し、開

始に向けて準備する。 

・談話室を学習スペースとして

開放することの検討。 

・子育てカフェモグモグでの出

張おはなし会や本の展示等の

連携検討。 

 

 

６ 移動図書館ひまわり号 

・新旭が丘地区センターへの巡回を開始する。２時間の巡回時間の中で地域の文化創

りを目指した新しい取り組みを実施し、移動図書館の新しいサービスのモデルをつ

くる。 

・利用者ニーズを把握し、既存の巡回先と、新規希望の巡回先の調整を図る。 

・移動図書館ならではの機動性、親しみやすさを生かし、サービスを充実させる。 

・システムの更新とともにオンライン化により、移動図書館でもリアルタイムで情報

提供ができるようにするなど、利便性の向上に努める。 
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平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・新旭が丘地区センターへの巡

回を開始し、以下の新たなサ

ービスを開始する。 

①地区センターに図書館の

本を常設（３か月に１度

入れ替え）し、地域の方

が本を手に取れる環境を

つくる。 

②登録した地域のボランテ

ィアによる子どもなどへ

の本の読み聞かせ。 

・巡回先の見直しに向け、各サ

ービスポイントの実利用者数

を把握。 

・システム更新に向けた準備 

・新旭が丘地区センターへの巡

回 

・実利用者数の集計ほか、現状

を把握して見直し検討のため

の準備を行う。 

・システム更新によるオンライ

ン化（１月） 

・システム更新に伴う各種運行

マニュアルの作成。 

 

 

７ 市政図書室 

・日野市長のレッドランズ市（姉妹都市）訪問に合わせ、レッドランズ市を紹介した

資料のミニ展示を行う。 

・郷土教育推進研究員会に参加し、子ども向け地域資料の作成に取り組む。 

・市が作成したチラシ等をわかりやすく発信する手法として、システム更新とともに

導入するデジタルサイネージの運用方法を検討する。 

 ※デジタルサイネージ：デジタル表示パネルを利用した電子看板。ネットワーク化

されていることで、表示内容をリアルタイムで更新したり、

複数の情報を配信することができる。 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・レッドランズ市を市民にわか

りやすく紹介するミニ展示を

開催する。 

・郷土教育推進研究委員会に参

加し、子ども向け地域資料

『（仮）歩こう調べよう ふる

さと七生』を作成する。 

・デジタルサイネージの運用方

法を検討・運用。 
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８ 中央図書館 

・中央図書館のリニューアルをすすめる。 

 リニューアルの一環として、まず耐震補強工事を予定している。平成２９年度に

外部壁にアウトフレームを設置する等の耐震補強のための実施設計を行った。平

成３０年度はブロック壁の改修の必要性が指摘されている１階トイレをリニュー

アルするために実施設計を行う。 

・中央公民館と連携し、集会室を活用した講座を開催する。また、建物の雰囲気を

活かしたイベントを実施する。 

・基本計画の進捗状況を確認し、地域館へのサポートを行う。 

平成３０年度の取組スケジュール 

４～９月の取組 10 月～３月の取組 

・耐震補強工事（１Ｆトイレ）

実施設計を建築営繕課に委

任。 

・基本計画の年度計画策定。 

・平成３１年度予算に向けて、

耐震補強工事の予算要求。 

・講座、イベントの実施。 

・基本計画の年度計画の総括を

実施 

 


