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令和元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い、その活用

を図る。 

・高幡図書館の高幡不動尊コーナー、日野図書館の新選組・甲州街道関連書コーナー、

平山図書館の平山季重関連書籍コーナー、百草図書館の百草地域関連資料コーナー

等、各館における地域資料のコーナーの資料を収集、整理、活用していく。 

・中央図書館では、耐震補強工事に伴い、地域資料の棚を可動式に変更し、資料を探

しやすく配置する。 

・市政図書室でファイルしている、日野市内で発行された会報類の所蔵リストを作成

する。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

中央 ・耐震補強工事による棚の撤

去のため、資料の箱詰め・

移動作業を行う。 

・資料を棚に戻す作業を行

う。 

・保存する資料の精査、書架

表示の作成を行う。 

高幡 ・書架を整理し、探しやすい書

架を目指す。 

・生涯学習課、中央公民館、郷

土資料館と連携して「学びの

場プロジェクト・歩こう調べ

ようふるさと七生」を実施す

るとともに、使用した資料を

参考に七生地区の資料を充

実させる。 

日野 ・地域のお宝を再発見していた

だくため、日野宿に残る歴史

的写真資料を引き続き収集

する。 

・日野宿内のユニークな飲食店

のＰＲちらしの展示・配布場

所の移設を検討する。 

・収集した日野宿に残る歴史的

写真のデータベース化を進め

る。 

・日野宿内のユニークな飲食店

のＰＲちらしの展示・配布場所

を適切な場所へ移設し、より目

立つものとする。 

多摩平 ・地域情報の収集・提供。 

・地域資料コーナーの整理。 

・地域情報の収集・提供。 

・地域資料コーナーの整理。 
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 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

平山 ・平山地域の関連資料の収集と

活用を推進する。 

・見やすく探しやすい棚づくり

を推進する。 

・地域に関わるイベントに合わ

せて、地域資料の展示を行

う。 

市政 ・市政図書室の会報類の所蔵状

況を調査する。 

・調査をもとにリストを作成

し、利用者が市政図書室内で

閲覧できるようにする。 

百草 ・生涯学習課、中央公民館、郷

土資料館と連携して「学びの

場プロジェクト・歩こう調べ

ようふるさと七生」を実施す

るとともに、使用した資料を

参考に七生地区の資料を充

実させる。 

・引き続き地域資料の充実に努

める。 

 

■市政図書室の機能充実 

・市刊行物の納本制度のガイドラインを作る。刊行物の電子データを収集し、デジタ

ルアーカイブで公開を開始する。 

・公文書管理庁内プロジェクトチームに参加し、公文書の保存年限をすべて有期限と

すること、保存年限が切れた公文書の中から重要文書を選別・保存する公文書館機

能の構築等を検討する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・市刊行物の中から、収集す

る電子データの種類やジャ

ンルを選定する。 

・庁内プロジェクトチームで

公文書の永年保存の見直し

と重要文書（歴史的公文

書）の取り扱い方針等を検

討する。 

・庁内各課に収集対象の電子

データの提供を依頼し、デ

ジタルアーカイブで公開を

開始する。 

・庁内プロジェクトチームで

公文書管理の在り方につい

ての報告書をまとめる。 
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（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。 

【中央】 

・しごと情報コーナー等のパンフレット・チラシスペースの維持を継続する。また、

市民のニーズを踏まえながら、掲示物や配布物の見直しを随時行う。 

【高幡】 

・児童室に、児童の読書に役立つリスト類のほか、子育てに役立つチラシ等を整理し

て置く。 

【日野】 

・地域資料を目立たせるため、厳選してチラシを配置する。 

【多摩平】 

・利用者のニーズを反映した医療情報の提供を目標に、資料の収集・整理、コーナー

の設置に取り組む。 

【平山】 

・地域に関する情報を提供して、学びや自己実現の機会を広げるため、市内外の機関

等から持ち込まれたチラシやポスターを随時整理し、きれいに見やすく配置する。 

【百草】 

・１階ギャラリーの「図書館からのおしらせコーナー」、地域に関する情報・ポスタ

ー等のコーナー、それ以外のポスター等と分類して貼り、わかりやすい情報コーナ

ーにする。 

・地域のチラシを置く掲出場所のレイアウト変更を検討する。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

中央 ・1階玄関に設置している地域

情報のチラシや、２階しご

と情報コーナーに設置して

ある情報の見直しを随時行

い、最新の情報を発信す

る。 

・1階玄関に設置している地域

情報のチラシや、２階しご

と情報コーナーの設置して

ある情報の見直しを随時行

い、最新の情報を発信す

る。 

高幡 ・チラシ等を整理し、置き方等

を検討する。 

・置き方等を工夫して、チラシ

等を設置する。 

日野 ・地域資料の配布を優先させる

ため、配布するチラシの基準

を決める。 

・基準により地域資料等のチラ

シを配布する。 
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 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

多摩平 ・レファレンス記録等からニー

ズの高い病気や情報を考え、

資料を見直す。 

・ニーズの高い分野を確認し、

資料を収集する。 

・レイアウトの工夫 

・症状別に分類、区別をした医

療情報コーナーを設置する。 

平山 ・市内外の機関等から持ち込ま

れたチラシやポスターを随

時整理し、きれいに見やすく

配置する。 

・地域に関わるイベントに合わ

せて地域資料の展示を行う。 

百草 ・１階ギャラリーの表示を作

り、分類したポスター掲示を

行う。 

・地域のチラシ置き場のレイア

ウト変更の検討。これによ

り、新刊棚や展示本コーナー

も併せて充実させる。 

 

■パスファインダーの作成と配布 

利用者が日野市について調べものをする際に、資料や情報を探すための手がかりと

なるよう、パスファインダーを作成し、図書館内で掲示または配布する。 

中央図書館では、所蔵している地図やこれに関係する資料についてのパスファイン

ダー、日野図書館は『新選組を読む・調べるために』の発行とホームページ版『新選

組を読む・調べるために』の充実、多摩平図書館ではビジネス支援につながる資料を

収集、パスファインダーを作成してＰｌａｎＴと連携、市政図書室パスファインダー

の№３「新聞記事を調べる」、№４「行政情報を調べる」の作成・配布を行う。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

中央 ・中央図書館が所蔵する資料

を把握し、パスファインダ

ーの具体的な内容、作成方

法等を検討する。 

・パスファインダーを作成

し、掲示または配布する。 

日野 ・新選組関係資料について情報

発信するため『新選組を読

む・調べるために』改訂版の

発行を準備する。 

・『新選組を読む・調べるため

に』改訂版を発行する。 

多摩平 ・パスファインダーの作成。 ・パスファインダーの配布。 

・ビジネス支援資料の収集。 

市政 ・市政図書室パスファインダー 

№３新聞記事を調べる」を作

成、配布する。 

・市政図書室パスファインダー 

№４「行政情報を調べる」を

作成、配布する。 
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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の取り組みを行う。 

・高幡図書館および図書館ホームページのヤングコーナーを活用し、継続的な情報発

信を行う。 

・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を開催す

る。 

・ヤングスタッフが本を紹介する発行物を作成し、配布する。 

・ヤングスタッフ募集のポスター（チラシ）を刷新する。 

・イベントや企画を通じて、ヤング世代間の交流を図る。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・おはなしピクニック２０１

９で展示を行うほか、当日

スタッフとして来場者との

交流を図る。 

・実践女子大学の常磐祭での

企画を検討する。 

・実践女子大学学生との交流

会を開催する。 

・新たな発行物を検討する。 

・実践女子大学と協働でビブ

リオバトルを開催する。 

・新しい募集ポスター（チラ

シ）を掲示・配布する。 

・作家リストを発行する。 

・ＢＯＯＫパレードを開催す

る。 

 

■ボランティア活動の支援 

・図書館運営の中で、市民の参加可能なボランティア活動実施に向けての準備を始め

る。 

・宅配ボランティアについて掲載されている他自治体のパンフレット等の情報を収

集し、現行パンフレットの内容を検討する。 

 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～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があ

るかどうか検討する。 

・宅配ボランティアについて

近隣市のパンフレットを収

集する。 

・可能なボランティア活動が

あれば、実施に向け準備す

る。 

・ボランティア委員会の定例

会議で、収集した情報を元

に、パンフレットの内容を

検討する。 
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（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、年間を通じて日野宿発見隊の活動への支援を行

う。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～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。 

・「日野駅開業１３０周年プレ

イベント 日野駅１３０年

よもやま話の会」実施。 

・「八坂の祭り写真展」の実

施。 

・まち歩き会の実施。 

・日野駅開業１３０周年記念

展示の実施。 

 

■本の魅力を発信する団体・サークルとの連携 

図書館ホームページに、子どもの読書に関わるボランティアについての情報を掲載

する。読み聞かせ等を行う団体・サークルと読み聞かせ等を希望する場所や人を結び

つける。４月に実施する図書館おはなしピクニックに、子ども読書に関わるサークル

やボランティアに参加を呼びかける。また、懇談会を開催し、情報共有を行う。 

 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・昨年度回収したアンケート

をもとに、図書館ホームペ

ージに子どもの読書に関わ

るボランティアについて情

報を掲載する。 

・図書館おはなしピクニック

の開催。（４月） 

・子どもの読書に関わるボラ

ンティア懇談会を開催し、

情報共有を行うことで、来

年度の活動等につなげる。 
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■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、これら施設の利用について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。 

・中央図書館の耐震補強工事が実施されると、集会室の利用に影響が出ることも想定

される。利用者への状況周知に努める。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・令和元年度後期（１０月～

３月）定期利用抽選会の開

催。 

・広報等による周知。 

・令和２年度前期（４月～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 

企業や商店等との連携、支援方法について検討し、実施していく。 

・日野市商工会が主催する「まちゼミ」に、ゼミの内容に関するブックリストを提

供する。また、ゼミの関連書籍を集めたテーマ展示を行う。 

・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。引き続き、この連携を活かして地域情報の発信を目指す。 

・多摩平図書館においては、ＰｌａｎＴとの連携を図る。今年度は、パスファイン

ダーの作成と配布を実施する。 

・平山図書館においては、農業に関して農協と連携して、図書のテーマ展示に結び

つける企画を行う。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

日野 ・地域の方に日野駅開業１３

０周年を知っていただくた

め、カフェギャラリー大屋

にて、日野駅開業１３０周

年にちなんだ交流会を実

施。 

・地域の方に日野駅開業１３

０周年を知っていただくた

め、日野駅開業１３０周年

にちなんだイベントを実

施。 

多摩平 ・パスファインダーの作成。 ・パスファインダーの配布。 

平山 ・農協との連携を検討。 ・平山地域の農業に関連した本

の展示を実施。 
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（５）関係機関との連携 

■学校図書館との連携 

・学校搬送便で送った資料について、どの資料が役立ったか等記入できるシートを

同封し、評価を選書に反映させる。また、図書館から貸出できる資料リストを学校

に提供し、学校搬送便ＰＲを行う。 

・「本の森学級文庫」は平成２５年度に開始し、汚破損本等も見受けられる。子ども

たちが読みたくなるような選書をし、配本方法も見直す。 

・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

共有を行う等、連携の充実に努める。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・全学年向け資料の選書・購

入準備をする。（～８月） 

・「本の森学級文庫」配本の実

施（４月・９月） 

・９月から新規に購入した配

本を増冊する。   

・「本の森学級文庫」配本を実

施する（１月） 

・司書教諭連絡会に参加す

る。  

・学校搬送申し込み方法をＦ

ＡＸだけでなくメールでも

受付ける。ＰＲも行う。 

 

■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。 

令和元年の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・実践女子大学との連絡会を

開催する。 

・ポスター掲示、図書館ホー

ムページで引き続きＰＲす

る。 

・明星大学図書館・首都大学

東京図書館に、日野市立図

書館の利用案内およびヤン

グスタッフ募集のチラシを

置いてもらうよう働きかけ

る。 

・本の魅力を若い世代に伝え

るため、実践女子大学常磐

祭にて、ヤングスタッフ・

実践女子大学ライブラリー

スタッフ共催のビブリオバ

トルを開催する。また、ヤ

ングスタッフによる本の展

示を行う。 

・ひまわり号が実践女子大学

常磐祭に出張し、学生や市

民へのＰＲを行う。 
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■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。 

【高幡】 

・七生地区の歴史と自然を実際に歩いて学ぶ生涯学習の機会を拡充する。生涯学習一

課三館で連携し、「学びの場プロジェクト 歩こう・調べよう・ふるさと七生」を

実施するとともに、学習を深めることに役立つ関連資料を提供する。 

【日野】 

・引き続き、近隣施設との連携を深め、相互の取り組みに協力し合う。 

【多摩平】 

・引き続き館内の子育て関連施設との連携を深め、相互に出張おはなし会を行う。 

・近隣の保育園、幼稚園との連携を深め、おはなし会の実施等も検討する。 

・ＰｌａｎＴとの連携について検討する。 

【平山】 

・平山季重ふれあい館の構成部署と合同企画を実施する。 

・地域のイベントに合わせて関連資料を展示する。 

【百草】 

・イベントをきっかけに個々の学びが深まるよう、周辺地域のイベントに合わせて、

関連資料の紹介や展示を行う。 

・本に親しむ機会拡充のため、子育て関連施設等へ出張し、読書案内や読み聞かせ等

を実施する。 

・図書館のＰＲも兼ねて、三沢中地区アクションプラン実行委員会や周辺施設と連携

したイベント等に協力・参加する。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

高幡 ・「学びの場プロジェクト 歩

こう・調べよう・ふるさと

七生」春編「ほどくぼ小僧

『藤蔵』と『かくれ穴』」を

実施する。 

・「学びの場プロジェクト 歩

こう・調べよう・ふるさと

七生」秋編「高幡不動駅前

の移り変わりとハイキン

グ」を実施する。 

日野 ・地域の子どもたちに楽しんで

もらうため、ひの児童館主催

の肝だめしに協力し、仮装で

「化け物」に扮し、おはなし

を読み聞かせる。 

・公民館主催講座や新選組のふ

るさと歴史館のお雛様企画

に協力する。 
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 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

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

かせと本の紹介を行う。 

・ＰｌａｎＴとの連携について

検討する 

・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

と本の紹介を行う。 

・図書館のひよこタイムを子育

て関連施設と連携する。 

平山 ・市民主催の「ひらやまえん

にち」に合わせて、平山季

重ふれあい館合同企画を実

施する。 

・地域に関わるイベントに合わ

せて、関連資料の展示を行

う。 

百草 ・駅前ミニ子育て応援施設「モ

グモグ」や介護付有料老人ホ

ームボンセジュール日野に

て、読書案内・読み聞かせを

実施。 

・駅前ミニ子育て応援施設「モ

グモグ」や介護付有料老人ホ

ームボンセジュール日野に

て、読書案内・読み聞かせの

実施。 

・落川交流センターでのイベン

トにあわせた資料の紹介を

行う。 

 

■周辺地域との連携 

・５月より立川市・国立市との図書館の相互利用をはじめる。 

・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。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・立川市・国立市との図書館の

相互利用を開始し、このこと

をＰＲする。 

・京王線沿線７市図書館連携の

ＰＲポスター検討。 

・図書館ホームページ等でのＰ

Ｒ実施。 

・京王線沿線７市図書館連携の

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 

図書館の滞在性を高めるため、机や椅子等について安全チェックや配置の工夫、導

線上の不要なものの見直しを行う等、快適にくつろげるスペースの確保を行う。 

・中央図書館集会室机を取り替える。 

・高幡図書館の照明、ブラインドを取り替える。 

・百草図書館の誰でもトイレにおむつ替えシート、子ども向け椅子の設置を検討する。

児童室に靴を脱いで子どもが上がれるスペースを作る。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

中央 ・机交換のための選定をす

る。 

・机の購入、取り替えをす

る。 

高幡 ・照明、ブラインドを取り替え

る。 

  

百草 ・児童室のレイアウト、靴を脱

いで上がるスペースを検討。

おむつ替えシート等の設置

検討。 

・児童室の靴を脱いで上がるス

ペース設置に向けて検討し、

予算要求を行う。 

 

■ニーズに応じた多様なスペースの確保 

各館で利用者のニーズを把握しながら、今あるスペースを有効に活用した取り組み

を検討していく。 
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（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できる企画や展示を検討、実施する。 

・夏休みジュニアスタッフや、職場体験の中学生による「おすすめの本」を掲示する。 

令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

中央 ・８月～９月に「夏リスト」

に合わせて、感想やおすす

め本を書いてもらう。 

・１２月におすすめ本を紹介

してもらう「ツリーをかざ

ろう」を実施する。 

高幡 ・ヤングスタッフコーナー掲示

板にて、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。 

・ヤングスタッフコーナー掲示

板にて、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。 

日野 ・本を通じた出会いとして、市

民が本をおすすめする機会

づくりを検討する。 

・本を通じた出会いとして、市

民が本をおすすめする機会

づくりを実施する。 

多摩平 ・ジュニアスタッフによるおす

すめ本、ポップの展示 

・ヤング世代に向けたおすすめ

本、リスト等の展示コーナー

として、実践女子大学常磐祭

で紹介した本の展示を行う  

平山 ・児童室に「平山すいぞくかん」

のおすすめ本のコーナーを

引き続き行う。 

・児童室に「平山すいぞくかん」

のおすすめ本のコーナーを

引き続き行う。 

百草 ・利用者参加型展示の実施。 ・利用者参加型展示の実施。 

 

■各種イベントの拡充 

・中学生と作家の交流事業：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。講師は米澤穂信氏を

予定） 

・読書会：市民を募集して開催。連続講座５回。 

・おはなしピクニック２０１９：「子ども読書の日」にちなんだイベント。童話作家・

苅田澄子さんのおはなしづくりワークショップ他 

その他、他部署や地域等と連携したイベントを工夫して行う。 
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令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・おはなしピクニック２０１９

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。 

 

（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 

旭が丘地区センター巡回の利用促進に向けて、関連部署・団体と協議会を立ち上げ、

サービス内容の改善や検討を行う。また、巡回ＰＲを行う。 

旭が丘地区センターへの巡回をモデルに、石田地区の新公共施設への巡回準備に取

り組む。石田地区公共施設の関連会議に参加し、他課との調整を行う。 

令和元年の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・旭が丘地区センターへの団体

貸出用資料の選定と購入。 

・夏休み期間の利用に向け、７

月に旭が丘地区センター内本

棚の入替え作業の実施。 

・地域のボランティアの方によ

る読み聞かせの支援をする。 

・宣伝用のチラシを地域自治会

への回覧 

・自治会掲示板を活用した巡回

ＰＲの実施。（地域協働課へ

協力依頼） 

・旭が丘地区センター近隣の保

育園、幼稚園へ巡回案内を行

う。 

・石田地区の新公共施設への巡

回に伴い、全サービススポッ

トの巡回日程調整を見直す。 

・石田地区公共施設の関連会議

への参加。 

・団体貸出用資料の選定と購入

をする。 

・団体貸出資料の入替え作業の

実施。（１２月～１月） 

・地域のボランティアによる読

み聞かせの支援をする。 

・石田地区の新公共施設でのサ

ービス内容を検討する。 

・石田地区の新公共施設の関連

会議への参加。 
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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。 

図書館ホームページに各館のテーマ展示の資料リストを掲載する。 

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。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・ポップ、ポスターの作成、掲

示。 

・図書館ホームページに各館の

テーマ展示と展示している資

料を掲載する。 

・図書館報「ひろば」を毎月発

行。 

・ポップ、ポスターの作成、掲

示。 

・図書館ホームページに各館の

テーマ展示と展示している資

料を掲載する。 

・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、

より読書を楽しんでもらえるきっかけづくりを拡充する。 

また、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地域

館・中央館にて引き続き推進する。 

令和元年度の共通テーマ 

テーマ 実施時期・実施する館 

平和 全館・８月 

環境 多摩平・５月 

高幡・６月 

中央・７月 

日野・１１月 

平山・１２月 

百草・１月 

子育て支援 日野・５月 

中央・１１月 

高幡・１月 

児童虐待防止 中央、多摩平、平山・１１月 
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テーマ 実施時期・実施する館 

食育 平山・６月 

自殺対策 中央・９月 

中央、高幡、多摩平・３月 

認知症 日野、平山、百草・９月 

東京おもてなし 全館・１０月 

 

（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 

・子どもの読書活動推進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。計画的に取り組むこと

ができるように進行管理を行うとともに、進捗状況を図書館協議会や教育委員に報

告する。 

・第４次日野市子ども読書活動推進計画を策定する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・おはなしピクニック２０１９

を開催する。（４月） 

・関係各課の計画の進捗状況を

調査し、まとめを行う。 

・第４次日野市子ども読書活動

推進計画の策定 

第４次計画策定委員会の開

催（第１回～第３回） 

・中学生と作家の交流事業 

（１１月） 

・進捗状況、計画策定状況を図

書館協議会や教育委員へ報告

する。                                           

・子どもの読書に関するボラン

ティア懇談会を開催する。 

・第４次日野市子ども読書活動

推進計画の策定 

第４次計画策定委員会の開

催（第４回～第６回） 

素案策定・パブリックコメ

ント（１月） 

計画の策定（３月） 

 

■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等、子ど

も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、おはなし会等で紹介した絵本を展示する。 
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令和元年度の取組スケジュール 

 ４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

中央 ・季節にあった本の展示を３

か月ごとに入れ替える 

・外国語絵本コーナーとＬＬブ

ックコーナーを設置する。 

・おはなし会で読んだ本と、

図書館発行のブックリスト

掲載本を展示する。 

・季節にあった本の展示を３

か月ごとに入れ替える。 

・おはなし会で読んだ本を展

示する。 

高幡 ・季節のポスターと絵本の展示

をする。 

・絵本展示コーナーの一部で、

日野市発行のおすすめ絵本

のパンフレットと紹介して

いる絵本を常時展示する。 

・分かりやすい書架の表示・書

架の配置を検討する。 

・季節のポスターと絵本の展示

をする。 

・絵本展示コーナーの一部で、

日野市発行のおすすめ絵本

のパンフレットと紹介して

いる絵本を常時展示する。 

・書架表示を更新して、必要に

応じて書架の配置を変更す

る。 

日野 ・乳幼児におすすめの本のコー

ナー設置を検討する。 

・乳幼児におすすめの本のコー

ナーを設置する。 

多摩平 ・実用書（Ｔ４、７５０等）と

共に、本の内容を実際にやっ

てみた様子を紹介して展示

する。 

・おはなし会で紹介した本の展  

示 

・書架表示の更新 

・読み聞かせに向く本の常設コ  

ーナー設置の検討 

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。 

・季節感のある壁面装飾をす

る。 

・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。 

・季節感のある壁面装飾をす

る。 

百草 ・赤ちゃん絵本コーナーの設

置。 

・夏休みに役立つ本のコーナー

の設置。 

・保育園や学校等で紹介した本

の紹介コーナーを作る。 

・児童室の靴を脱いで上がるス

ペース設置に向けて検討す

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。 

 

■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。 

 

（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 

・未利用者向けチラシの作成を検討する。 

 

■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のお知らせは、プレスリリースを積極的に行う。 

・図書館ホームページにおいて、積極的かつ迅速な情報発信を行う。 

 

（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か所の地域へ巡回を行う。 

・５１団体へ団体貸出を行う。また、運行スケジュールを見直し、より効率的、効果

的な運行とする。 

・エール（発達・教育支援センター）へ訪問し、移動図書館および旭が丘地区センタ

ー巡回のＰＲを行う。 

・中央図書館耐震補強工事のため、駐車場を中央図書館利用者用駐車場に一時移動す

る。図書館利用者の目に触れやすい場所にあることを活かして、移動図書館ＰＲを

行う。 
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令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・２１か所の地域へ巡回をす

る。 

・５１団体へ団体貸出をする。 

・エールへの訪問を調整。 

・２１か所の地域へ巡回をす

る。 

・５１団体へ団体貸出をする。 

・エールへ訪問。 

 

■運営方法の検討 

・児童施設への巡回にあわせて、読み聞かせ実施に向けて検討する。 

・図書館ＰＲと移動図書館の利用促進のため、市が企画するイベントや、大学祭等に

積極的に参加する。 

・旭が丘地区センターへの巡回をモデルに、石田地区の新公共施設への巡回準備に取

り組む。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・児童施設における読み聞かせ

実施に向けて保育園・幼稚園

への聞き取り調査を行う。 

・旭が丘地区センターへ夏休み

特別巡回を実施する。 

・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。 

・大学祭参加に向けて、実践女

子大学との事前打ち合わせを

行う。 

・石田地区の新公共施設準備委

員会に参加し、他課との調整

を行う。 

・次年度の巡回日程（通常・団

体・イベント等）を決定す

る。 

・読み聞かせの実態の把握、利

用拡大に向けた取り組みの検

討を行う。 

・手をつなごう・こどもまつり

へ参加する。（１０月） 

・実践女子大学常磐祭に参加。

（１１月） 

・石田地区の新公共施設準備委

員会に参加し、他課との調整

を行う。 
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■新システム導入によるサービスの拡充 

ノートパソコンによるオンライン貸出返却等の作業を取り入れ、利用者の利便性の

向上に努める。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・オンライン貸出返却の実施に

向け、各サービスポイントの

通信状況等、環境調査を行

う。 

・ノートパソコンによる各種操

作マニュアルの作成（蔵書検

索、予約・リクエスト受付作

業マニュアル） 

・職員への研修を行う。 

・１０月より、巡回にノートパ

ソコンを常備する。検索、予

約作業の実施。 

・ノートパソコンによる各種操

作マニュアルの作成（貸出返

却作業実施マニュアル） 

・職員への研修を行う。 

 

（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 

・市民のニーズに対応した資料の作成を安定的に継続するため、点訳者の確保を行

う。 

・引き続きマルチメディアデイジー図書のＰＲを行い、固定利用者を増やす。 

 ※マルチメディアデイジー図書：視覚に障害のある方の他、加齢等により文字

が見えにくい方、発達障害のある方等、活字による読書が困難な方に対応し

た、文字や音声、画像を同時に再生できるデジタル録音図書のこと。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・点訳者の確保のために、近隣

市の点訳グループに連絡を取

る。 

・マルチメディアデイジー図書

のパンフレットを学校や団体

に配布しＰＲする。 

・新たな登録点訳者に、資料の

作成を依頼する。 

・マルチメディアデイジー図書

のパンフレットを学校や団体

に配布しＰＲする。 
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■高齢者へのサービス 

・大活字本や高齢者向け紙芝居等、高齢者のニーズにあった資料の充実を図る。 

・医療情報、闘病記、認知症に関する資料の収集・提供を推進する。 

・高齢者にわかりやすい書架配置等を工夫する。 

・高齢者施設に宅配の案内を設置してもらう等、来館が困難な高齢者向けの宅配ボ

ランティア、朗読や落語のＣＤも利用できることをＰＲする。 

・施設入所により、来館が困難な方に本に親しむ機会を提供するため、地域の子育

て施設と連携して出張読み聞かせや読書案内を行う。（百草） 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・高齢者向けの大活字本や紙芝

居等の選書。 

・わかりやすい書架配置の検

討・実施。 

・宅配ボランティア等のＰＲ。 

・医療情報資料の充実（多摩

平）、「がん情報冊子」を蔵書

として受入。（平山） 

・来館が困難な方に本に親しむ

機会を提供するため、出張読

み聞かせや読書案内を実施。

（百草） 

・高齢者向けの大活字本や紙芝

居等の選書。 

・わかりやすい書架配置の検

討・実施。 

・宅配ボランティア等のＰＲ。 

・医療情報資料の充実と医療情

報コーナーの設置（多摩平） 

・闘病記のブックリストを作成

し、図書館ホームページに掲

載する。（平山） 

・来館が困難な方に本に親しむ

機会を提供するため、出張読

み聞かせや読書案内を実施。

（百草） 

 

■外国人へのサービス 

・日本語を学ぶための資料を積極的に収集するとともに、引き続き日本語を読むこ

とが困難な方が、どのような資料を必要とするかを調査する。 

・英語以外の外国語（スペイン語、中国語、韓国語等）の資料も検討する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・日本語を学ぶための資料の収

集。 

・必要とされる資料の調査。 

・日本語を学ぶための資料の収

集。 

・必要とされる資料の調査 

 

■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

サービス等、既存のサービスを改めてＰＲ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策定し、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。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・選書基準の検討を行い、策定

を目指す。 

・週 1 回業務係で資料選択会議

を行う。（中央） 

・策定した選書基準を公開す

る。 

・週 1 回業務係で資料選択会議

を行う。（中央） 

 

■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利用促進を目指し、図書館ホームページにてオンラインデ

ータベースを活用できる事例を紹介し、サービスをＰＲする。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・過去に受けたレファレンスの

中から、オンラインデータベ

ースを利用することにより、

調査・回答できた事例を抜き

出す。 

・図書館ホームページでオンラ

インデータベースの活用事例

を紹介する。 

 

■電子書籍の検討 

電子書籍に関する調査研究を継続して行ない、新しい動向を把握し、職員間で情報

共有する。また、マルチメディアデイジー図書の利用をさらに促進するため、ＰＲ方

法の検討を行う。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～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

を移動図書館でもＰＲする。 

・国際交流協会等へのマルチメ

ディアデイジーのＰＲを検

討。 

・電子書籍を導入している近隣

自治体へ利用に関する調査を

検討・実施する。 
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（２）資料・情報の保存 

■資料の保存、除籍 

・策定した除籍基準を基に、適切な除籍を行う。 

・除籍した資料をリサイクル資料として、公共施設・市民等に頒布する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・利用しやすい書架にするた

め、除籍基準を基に除籍を行

う。 

・リサイクル図書を利用者に定

期的に配布する。 

・利用しやすい書架にするた

め、除籍基準を基に除籍を行

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 

・資料を用意する時間を短縮するため、引き続き予約取り置き期間（２週間）を徹底

する。 

・他自治体の図書館からも資料を借用できることを周知するため、ＰＲポスターを作

成する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・取り置き期間を徹底する。 

・他自治体等の図書館からの借

用をＰＲするポスターの作成

を検討する。 

・取り置き期間を徹底する。 

・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 

・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。 
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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 

・レファレンスサービスの利用を推進するため、「レファレンス室だより」を図書館

報「ひろば」に年 1回掲載する。 

・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。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・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 

・創業・起業をめざす個人等へビジネス支援推進を図るため、ビジネスに関する調べ

ものに役立つ資料を積極的に収集する。 

・図書館で所蔵しているビジネスに役立つ資料のＰＲを行う。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・ビジネス支援に有用な資料の

収集を行う。 

・ビジネス支援パスファインダ

ーを作成する。 

・ビジネス支援に有用な資料の

収集を行う。 

・ビジネス支援パスファインダ

ーをＰｌａｎＴ等で配布す

る。 
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■子どもの調べる力の向上 

・学校での調べ学習等に必要な資料を、学校からの要望に応じて用意し搬送する。ど

の資料が役立ったかを記入するシートを同封し、評価を選書に反映させる。 

・学校図書館からの選書等に関する相談に対応する。また、このことについて、司書

教諭連絡会等を通じて、司書教諭、学校司書、図書担当教諭にＰＲを行う。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・調べ学習用の資料を搬送す

る。 

・適切な資料の収集。 

・子どもの調べ学習等のための

図書の見本展示会を開催す

る。（学校にも呼びかけ） 

・学校図書館からの相談対応。      

・図書館ホームページ「こども

のページ」内に、子ども用調

べ物に関するページの作成お

よびそのＰＲ。 

・調べ学習用の資料を搬送す

る。 

・適切な資料の収集。 

・司書教諭連絡会へ参加する。 

・学校搬送申し込み方法をＦＡ

Ｘだけでなく、学校図書館ポ

ータルサイトのメールでも受

け付ける。 

・図書館ホームページ「こども

のページ」内に、子ども用調

べ物に関するページの作成お

よびそのＰＲ。 
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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う。 

・中央図書館耐震補強工事を実施する。 

・中央図書館白ガス管修繕を実施する。 

・緊急修繕に対応する。 

・消防用設備点検業務委託を実施し、法令に基づいた設備の維持に努める。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・中央図書館耐震補強工事を実

施する。（８月～） 

・中央図書館白ガス管修繕を実

施する。 

・消防用設備点検を実施する。

（６月） 

・緊急修繕に対応する。 

・中央図書館耐震補強工事を実

施する。（～３月） 

・消防用設備点検を実施する。

（１月） 

・緊急修繕に対応する。 

 

（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の更新に伴い、図書館職員がどの業務端末からもホームペー

ジにて情報発信できる環境を整えた。これにより、積極的かつ迅速な情報発信に努

める。 

・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。 

 

■セキュリティの強化 

・研修を実施し、セキュリティ対策を徹底する。 

・図書館貸出管理システム端末のウィルス対策ソフトのウィルスパターンを最新の

状態にする。また、ウィンドウズのアップデートを定期的に行い、端末のセキュリ

ティを最新の状態に保つ。 
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（３）職員の育成 

■研修体制の構築 

・職員研修を実施し、図書館職員に求められている力量を育成する。 

・都立図書館、国会図書館等で行われる研修を積極的に活用する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・業務の中で、必要なテーマの

研修の実施を検討する。 

・都立図書館、国会図書館等で

行われる研修に参加する。 

・館内研修を実施する。 

・都立図書館、国会図書館等で

行われる研修に参加する。 

 

（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」を作成し、公表する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・図書館協議会への事業説明会

実施（６月） 

・図書館協議会による評価を受

ける（７月） 

・教育委員会へ報告（９月） 

・図書館ホームページ等で公表

（９月） 

・評価における改善に取り組む 

 

■図書館の運営方法の検討 

平成３０年度より行っている検討チームによる図書館のあり方検討の報告を作成

する。 
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令和元年度の各館での取り組み内容 

１ 高幡図書館 

実践女子大学との協働等の活動（ヤングスタッフ） 

・実践女子大学との連携を進め、交流会やビブリオバトル開催等の取り組みを行う。 

・おはなしピクニック参加、ＢＯＯＫパレードの開催。 

・ヤングスタッフコーナーの掲示板、発行物の作成。 

・他の同世代の団体との交流等も引き続き取り組む。 

七生地域に関する学習機会の提供 

・七生地区の歴史と自然を実際に歩いて学ぶ生涯学習の機会を拡充するため、生涯学

習課、公民館、郷土資料館、図書館で連携し、「学びの場プロジェクト 歩こう・

調べよう・ふるさと七生」を実施する。 

・地域資料コーナーを整え、七生地区の資料を充実させる。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・ヤングスタッフと実践女子大

学学生との交流会を開催す

る。 

・「学びの場プロジェクト 歩

こう・調べよう・ふるさと七

生」春編を実施する。 

・実践女子大学と協働でビブリ

オバトルを開催する。 

・ヤングスタッフの新しい募集

ポスター（チラシ）を掲示・

配布する。 

・「学びの場プロジェクト 歩

こう・調べよう・ふるさと七

生」秋編を実施する。 

・「学びの場プロジェクト 歩

こう・調べよう・ふるさと七

生」で使用した資料を参考

に、七生地区に関する資料を

充実させる。 

 

２ 日野図書館 

日野宿発見隊の活動推進 

・日野駅開業１３０周年を祝う事業を企画・実施する。 

・引き続き子どもたちが用水に親しむ「夏休み！親子で調べよう日野用水」事業を近

隣団体や関連部署と実施する。 

地域に根づいた図書館 

・明星大学写真部による「新選組まつり」の写真展を企画・実施する。 

・地域の情報を収集し、発信する。 
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・地域情報の収集。 

・近隣施設との定期的会議に、継続して出席する。 

館内スペースの有効利用 

・限られた図書館スペースを有効に活用できるよう検討する。 

・児童コーナーに、季節感のある装飾を施す。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・「夏休み！親子で調べよう日

野用水」を計画・実施する。 

・日野駅開業１３０周年を祝う

イベントを企画する。 

・明星大学写真部による写真展

を実施する。 

・地域情報の収集。 

・近隣施設との定期的会議に継

続して出席する。 

・児童コーナーに、季節感のあ

る装飾を施す。 

・宅配先のリストを作成する。 

・日野駅開業１３０周年を祝う

写真展を実施する。 

・地域情報の収集。 

・近隣施設との定期的会議に継

続して出席する。 

・児童コーナーに、季節感のあ

る装飾を施す。 

 

 

３ 多摩平図書館 

児童関連施設との連携 

・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ていく。 

・近隣保育園・幼稚園の来館時におけるおはなし会等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図書館サービスをＰＲする。 

近隣施設との連携 

・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。 

・ＰｌａｎＴとの連携について、パスファインダーを作成してＰｌａｎＴ等での配布

を実施する。 
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令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・近隣保育園や幼稚園の来館対

応について検討し、ＰＲに努

める。 

・子ども家庭支援センターやた

まだいら児童館との連携した

事業を実施する。 

・医療・介護情報コーナーの設

置に向け、収書資料を検討す

る。 

・ＰｌａｎＴとの連携に向け、

レファレンスと協力して、ビ

ジネス版パスファインダーを

作成する。 

・多摩平の森ふれあい館まつり

等で、子育て関連施設と連携

した事業を実施する。 

・医療・介護情報コーナーの設

置に向け、関連資料を収集す

る。 

・ビジネス版パスファインダー

をＰｌａｎＴ等で配布する。 

・ＰｌａｎＴとの連携について

検討する。 

 

 

４ 平山図書館 

闘病記コーナーの充実 

・闘病記コーナー、がん情報、認知症関連書の収集とＰＲを行う。 

・関係機関と連携し、医療情報をテーマとした展示を行う。 

複合施設の利点を活かした取り組み 

・複合施設の利点を活かして、平山季重ふれあい館の構成部署と連携し、合同企画を実

施する。 

・市民主催の「ひらやまえんにち」に合わせて、平山季重ふれあい館合同企画を実施す

る。 

・地域のイベントに合わせて、関連資料を展示する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・市民主催の「ひらやまえんに

ち」に合わせて、平山季重ふ

れあい館合同企画を実施す

る。 

・地域に関わるイベントに合わ

せて、関連資料を展示する。 

・関係機関と連携し、医療情報

をテーマとした展示を行う。 
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５ 百草図書館 

地域との連携をより強める 

・「三沢中地区アクションプラン実行委員会」に参加する。 

※アクションプラン実行委員会：市内８中学校区ごとに、「地域が行う地域課題

解決の取組み」を平成２６年度より検討。「地域がつながり動き出す」をテーマ

とした企画を地区ごとの実行委員会が実施しているもの。（主管課：地域協働

課） 

愛着を持てる図書館のサインの設置 

・地域の公共施設にふさわしく、地域の人に愛着を持ってもらえる看板をアクション

プラン実行委員会とともに検討し、設置する。 

   ・１階ギャラリースペース等の有効活用を地域の方々と検討する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・三沢中地区アクションプラン

実行委員会に協力いただき、

地域連携企画等について検討

する。 

・百草図書館入り口看板を地域

の方と作成して設置する。 

・ギャラリースペース、談話室

等を地域連携企画で活用でき

るよう検討し、実施する。 

 

 

６ 移動図書館ひまわり号 

旭が丘地区センターへの巡回を継続、新公共施設への巡回を準備 

・旭が丘地区センター巡回の利用促進に向けて、関連各所と協議会を立ち上げ、サー

ビス内容の改善や検討を行う。また、巡回のＰＲを行う。 

・旭が丘地区センターへの巡回をモデルに、石田地区の新公共施設への巡回準備に取

り組む。石田地区公共施設の関連会議に参加し、他課との調整を行う。また、新規

巡回に向けて、全サービスポイントの巡回日程を見直す。 

リアルタイムでのサービス提供 

・新システムに対応した巡回マニュアルを作成する。ノートパソコンを活用し、巡回

先でも蔵書検索・予約ができるようにする。 
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令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・旭が丘地区自治会の掲示板・

回覧版等により巡回のＰＲを

行う。 

・近隣保育園、幼稚園へチラ

シ・ポスターを配布する。 

・オンライン貸出返却の実施に

向け、各サービスポイントの

通信状況等、環境調査を行

う。 

・ノートパソコンによる各種操

作マニュアルの作成（蔵書検

索、予約・リクエスト受付作

業マニュアル） 

・職員への研修を行う。 

・石田地区の新公共施設への巡

回に向けて、全サービスポイ

ントの巡回日程の見直し。 

・石田地区の新公共施設準備委

員会に参加し、他課との調整

を行う。 

・１０月より、巡回にノートパ

ソコンを常備する。検索、予

約作業の実施。 

・ノートパソコンによる各種操

作マニュアルの作成（貸出返

却作業実施マニュアル） 

・職員への研修を行う。 

・石田地区の新公共施設準備委

員会に参加し、他課との調整

を行う。 

・各巡回先の運行スケジュール

を見直し、石田地区の新公共

施設巡回の日程調整を行う。 

・石田地区の新公共施設でのサ

ービス内容を検討する。 
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７ 市政図書室 

市の重点施策を特集した展示 

・日野市が東京２０２０オリンピックのホストタウンになった「ウクライナ空手競技

チーム」や「ＳＤＧｓ未来都市」等の市の重点施策を紹介する資料展示を行うととも

に、市政図書室発行「資料の広場」で関連資料を紹介する。 

「日野に暮らした文化人」をテーマにしたミニ展示・リーフレット作成 

・昭和２２年から昭和２９年まで日野に暮らした文学者・伊藤整の没後５０年記念ミ

ニ展示を９月に開始する。（～１１月） 

・伊藤整、巽聖歌、野村千春等を紹介するリーフレットを他部署と調整しながら作成し

配布する。 

「ＰＯＮＴＡＮＡ」の活用 

・「ＰＯＮＴＡＮＡ」の利用規程を作成する。 

・サイネージ型情報スタンド「ＰＯＮＴＡＮＡ」を活用し、市作成のイベントのチラシ

等の情報を発信する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・ウクライナ、ＳＤＧｓの資料

展示を行い、「資料の広場」

等で紹介する。 

・昭和２２年から昭和２９年ま

で日野に暮らした文学者・伊

藤整の没後５０年記念ミニ展

示を９月に開始する（～１１

月）。 

・「ＰＯＮＴＡＮＡ」の利用規

程を作成する。 

・伊藤整、巽聖歌、野村千春等

を紹介するリーフレットを作

成し配布する。 

・庁内から市のイベント情報等

を募り「ＰＯＮＴＡＮＡ」で

発信する。 

 

  



33 

 

８ 中央図書館 

リニューアルの推進 

・耐震補強工事の実施。 

・１階利用者用トイレの全面改修。 

・工事期間中も原則開館し、図書館サービスを市民に提供する。 

講座、イベントの実施 

・読書会の開催 他。 

地域館へのサポート 

・基本計画の進捗状況を確認し、地域館の取り組みを支援する。 

令和元年度の取組スケジュール 

４月～９月の取組 １０月～３月の取組 

・耐震補強工事の実施 

・基本計画の年度計画策定。 

・耐震補強工事の実施。 

・読書会の開催。 

・基本計画の年度計画の総括を

実施 

 


