
○市民の読書・調査活動への支援
・「暮らしの中の法務ミニセミナー」を市内等の行政書士と連携して開催したことにより，図書館資料の見方・使い方の理
　解や，生活の問題を解決するきっかけとなった。
・「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊２０１４」の冊子を作成，配布し，展示コーナーを設置した結果，それらの本の
　利用が伸び，読書のきっかけづくりとともに地元チームへの愛着が増した。
・０・１・２歳児対象のおはなし会を回数を増やし全館で実施するとともに，布の絵本の展示を分館でも実施した結果，絵
　本を開くひとときの大切さが伝わり，布の絵本・遊具の存在が身近になった。
・マルチメディアデイジー講習会を開催することにより，資料の有効性を感じとってもらえた。
○地域に根差した公民館活動の推進
・各公民館を会場に地域文化祭を開催することにより，学習の成果を地域に発信し，地域との交流が図られた。
・各館共に多様な講座を実施するとともに，３公民館合同事業を開催し，概ね参加者の期待に応えることができた。
○市民，社会教育団体等の活動への支援
・学習グループサポート及び社会教育関係団体へ助成をすることで，助成を受けた社会教育関係団体は，まつり・イベント
　での成果発表等で社会教育事業として成果をあげることができた。
・学校施設を開放し，提供することで，地域住民の心身の健全な発達に寄与することができた。
・公民館では，３館合同利用団体連絡会を開催することで，情報交換及び利用団体間の交流を図るとともに，各館ごとの懇
　談会や利用団体連絡会では，団体の運営上の課題等を共有することができた。
・図書館では，公開学習会・共済事業の実施などを通じて市民活動の支援をすることができた。
○障害のある児童・生徒等の自立活動支援
・遊ing，杉の木青年教室，のびのびサークルでは，様々な体験活動や，日常とは異なる参加の場を提供することなどによ
　り，他者との関わり方や集団行動による社会性を学ぶことができた。
・子ども発達センターに通う幼児や特別支援学級・特別支援学校の児童・生徒，適応指導教室「太陽の子」に通う小学４・
　５・６年生を対象に，本・布の絵本・絵本の読み聞かせやブックトークを実施し，お話の世界を楽しんでもらった。
○これらの成果から，学習活動の活性化や，地域の相互交流を促すための，学習機会の提供・学習活動の支援施策につき，
　推進することができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○市民の読書・調査活動への支援
・児童館・学童クラブ等の子どもに携わる関係機関との相互協力体制を強化すべく，連絡会の開催を検討する。
・「調布市立図書館デジタルコンテンツデータベース」等の利用増に向け積極的なＰＲを行う。
・パスファインダー等の充実によって，市民が情報や資料を探すことを支援する。
・新しい教科書に沿った調べ学習のテーマについて教員と情報交換し，新たに必要となる資料を購入する。
・高校生が図書館を利用するきっかけとなるように高校生を対象とした冊子を発行する。
○地域に根差した公民館活動の推進
・地域文化祭の平日観覧者の増加のため，新企画の立案とともに，近隣の幼稚園・保育園等に文化祭出展依頼をする。
・普段公民館を利用できない方にも利用いただけるよう，土曜日や夜間帯での事業開催を試行する。
○市民，社会教育団体等の活動への支援
・継続して社会教育関係団体の活動を支援していくとともに，助成対象の団体に対し効果的な周知方法を検討する。
・学校開放については，全ての小学校で総合開放が実施可能となるよう検討し，環境整備を図っていく。
・公民館利用団体につき会員数の減尐を抑えるため，公民館だよりへの会員募集の掲載や，共催で公開講座を実施する等
　の支援を行うとともに，新規団体設立の機運を高めるような講座・事業の実施を検討する。
・社会教育指導員以外の読書会指導者の育成について検討する。
○障害のある児童・生徒等の自立活動支援
・様々な広報媒体を活用し，新規参加者やボランティアスタッフを募るとともに，職員・スタッフの研修を適宜開催する。
・支援が必要な児童・生徒・保護者等にマルチメディアデイジーの情報を提供していく。

39 市民の読書・調査活動への支援 A 継続

A 継続

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

事業番号 主要事業名 目標達成度 事業展開

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）

41

地域に根ざした公民館活動への支援 Ａ 継続

施策振返りシート

施策 11
学習機会の提供・学習活動の
支援

施策主管課長
社会教育課長

市瀬　秀

　学習の機会，活動の場所，学習成果の発表の場の提供など，市民の学習活動への支援を行うこと
で，学習活動の活性化や地域の相互交流を促し，生涯学習・社会教育の振興を図る。

２　背景（ＰＬＡＮ）
　市民生活や社会情勢の変化により，地域における課題は複雑化している。また，生活様式や価値観の多様化
により，市民の学習ニーズは多岐にわたっている。こうした生活環境の変化や課題に対応するためには，図書
館や公民館といった社会教育施設を中心に，市民生活や文化を高揚させる学びの拠点としての機能を充実さ
せ，自主的な学習活動を支援し，学びの成果を地域社会に生かせる環境づくりが必要である。

市民，社会教育団体等の活動への支援

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）

42 障害のある児童・生徒等の自立活動支援 Ａ 継続

40
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主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

学習機会の提供・学習活動の支援11

事業名
ＮＯ． 市民の読書・調査活動

への支援

事業主管課 図書館

39 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

〇図書館資料の収集・提供をはじめ，調査研究のアドバイス等を行うことで，読書・調査活動をはじめとした学習活動を支
　援する。また，利用の障害をなくし，だれもが読書や調査ができるよう，音訳，点訳，対面朗読，宅配サービスなどのハ
　ンディキャップサービスを充実させる。
〇市民の多岐にわたる調査活動を支援し，より信頼のおける情報や資料を入手できるようにするために，市内事業所及び各
　種団体との連携したサービスの検討や地域資料提供を促進するためデジタル化を推進する。
〇第２次調布市子ども読書活動推進計画に基づき，要望の多い0・1・2歳児対象のおはなし会の回数増を検討する。また，
　小学校で読み聞かせをする大人への支援を行う。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
〇国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスの提供を開始した。
〇「暮らしの中の法務ミニセミナー」（全３回）を市内等の行政書士と連携して開催した。
〇調布市中心市街地9商店会主催「調布まちゼミ」に３６種のリストを作成し提供した。
〇電気通信大学新入生に向け「調布市暮らしの道しるべ」を作成し，オリエンテーションで図書館をＰＲした。
〇「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊2014」の冊子を作成，配布し，常設展示コーナーを設置した。
〇０・１・２歳児対象のおはなし会を全館で実施し，回数を増やした。(133回）
〇リスト「読み聞かせにすすめる本　小学生向き」を改訂した。
〇中学生作成の冊子「ぶちねこ便」が創刊３０周年を迎え，記念号の発行やビブリオバトル等を開催した。
〇利用促進のための布の絵本の展示を分館でも実施した。「マルチメディアデイジー講習会」（全５回）の開催した。
○パスファインダー（資料や情報を効率よく入手できるようにした案内）の紙媒体での提供を開始した。

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○まちゼミの各テーマにあった図書リストを作成・配付し，講座との相乗効果で市民の学習活動を支援した。
〇「暮らしの中の法務ミニセミナー」により，図書館資料の見方や使い方を理解し，生活の問題を解決するきっかけとなっ
　た。
〇ＦＣ東京選手がすすめる本の利用が伸び，読書のきっかけづくりとともに地元チームへの愛着が増した。
〇０・１・２歳児対象のおはなし会を全館で回数を増やして実施し，絵本を開くひとときの大切さが伝わった。
〇分館利用者に布の絵本・遊具の存在が身近になり，協力者にマルチメディアデイジーの意義を感じてもらえた。

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

A
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

〇「国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス」「調布市立図書館デジタルコ
　ンテンツデータベース」の利用増に向けて継続してＰＲを行なう。
〇児童館・学童クラブとの連携強化に向けて，連絡会の開催を検討する。
〇新しい教科書に沿った調べ学習の支援について教員と連携し，資料収集を図る。
〇高架下資料保存庨の活用を検討し，継続して市民の学習支援体制を整備する。
〇中学生対象の「ぶちねこ便」の姉妹誌として，高校生を対象とした通信の発行。
○マルチメディアデイジーの新たな製作ソフトの導入について検討する。
○パスファインダー等の充実によって情報や資料を探すことを継続して支援する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
〇第２次調布市子ども読書活動推進計画に基づき，子どもに携わる関係機関（児童館，学童）との連携・相互協力体制を
　強化する。
○「ぶちねこ便」が対象とする中学生世代が，高校生になると図書館との交流の場がなくなってしまう。
〇「調布市立図書館デジタルコンテンツデータベース」の充実と利用促進のＰＲ。
〇国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスの利用増に向けての工夫が必要。
〇新しい教科書に変わること等により，調べ学習のテーマが変わるため，必要な資料が丌足する懸念がある。
〇資料保存場所の丌足。
〇ハンディキャップサービスを必要とする人に情報が行き届いていない。また，進化する機器類の整備と習熟。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
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〇地域の学習拠点及び地域交流の場としての機能を果たすため，現在の事業を継続し
　ていく。
〇地域とのつながりを広げるため，近隣の幼稚園・保育園等に文化祭への出展を依頼
　する。
〇講座等の開催については，地域で活動している団体と協働して，地域の特色を生か
　した事業を展開する。
〇平日の昼間，公民館を利用できない方が利用できるよう，土曜日や夜間帯の事業開
　催を試行する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
〇地域文化祭の観覧者を増やすため，体験教室の実施など新たな企画が必要。
○成人教育事業をはじめとした講座等の開催に当たっては，開催時間・曜日の設定に配慮する。
○国際理解講座等のテーマについては，市民ニーズやその時々に即した内容を取り上げるよう努める。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

A
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

〇学習機会の提供として，成人教育事業，国際理解講座のほか多様な事業を展開し市民の学習意欲に応える。
〇公民館の各室を，様々なサークル活動の場として提供することで，活動の継続性を支援する。
〇地域文化祭は，公民館を利用する団体が実行委員会を組織して企画・運営し，学習成果の発表の場のほか，市
　民相互の学び合いを促進する場として開催する。また，公民館利用団体相互及び地域住民との交流の場として
　活用する。
〇各種講座，講演会・展示会は，地域交流及び地域活性化につながることを目的として実施する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
〇各公民館を会場に，東部地域文化祭・西部地域文化祭・北部地域文化祭が，１０月２５日から１１月２日まで
　の８日間開催された。
〇開催に当たっては，公民館利用団体から委員を選出して実行委員会を組織し運営した。
〇東部公民館，西部公民館，北部公民館ともに国際理解講座を開催したほか，成人教育事業では，歴史・芸術鑑
　賞・文学・映画などの講座を実施した。
○市民文化教室では，健康・料理・手工芸などの体験型の教室を実施した。

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
〇文化祭を開催することによって，日ごろの学習成果を地域に発信することができ，地域との交流が図れた。
〇地域の人に活動を知ってもらえたことで，いくつかの利用団体には新たな入会者があり，団体の活性化につな
　がった。
○成人教育事業では，東部公民館，西部公民館，北部公民館において，国際理解講座，講演会，市民講座，市民
　文化教室，高齢者対象事業を実施したほか，３公民館合同企画事業をグリーンホールで開催した。
〇講座や事業に参加した方の期待に概ね応えられた内容で実施できた。

40 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

学習機会の提供・学習活動の支援11

事業名
番号 地域に根差した

公民館活動の推進

事業主管課 公民館
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○多くの市民が学び，参加する機会が提供されるよう，継続して社会教育関係団体の
　活動を支援していく。
○サポート対象グループや助成対象の団体に対し効果的な周知方法を検討する。
○学校開放については，総合開放を行っていない小学校について，実施可能かどうか
　検討し，調整を図る必要がある。
○既存団体の会員募集への支援として，公民館だよりへの掲載や，共催で公開講座な
　どを実施する。
○公民館利用の新規団体を作る機運を高めるような講座・事業の開催を検討する。
○読書会指導者の育成について検討する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○より多くの学習グループや社会教育関係団体の活動が活発化することが求められる。
○学校開放については，全ての小学校において総合開放を実施可能とする環境整備が課題である。
○公民館利用団体については，会員数の減尐が懸念されており，新規団体を設立するための支援が課題。
○読書会指導者を主に社会教育指導員が担っているが，増加する読書会すべてに参加できなくなっている。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

○学習グループに対して，講師謝礼等を助成し，公開講座を実施することにより学習の成果を広く市民に還元さ
　せる。社会教育事業を実施する団体に対しては，継続的な活動の成果を広く市民に発表する機会を支援する
　等，会場使用料等の助成を行う。市立学校の施設をスポーツ・文化などの活動場所として市民に提供すること
　により，生涯学習意欲を高め，心身の健全な発達に寄与する。
○より良い公民館活動の推進と連携を目的に，３公民館で活動する登録団体で組織する連絡会を開催し，交流や
　情報交換などを行うことで団体活動を支援する。また，公民館登録団体には，公民館を学習や成果発表の場と
　して提供することで，地域の活性化と生涯学習の推進につなげ，登録団体との共催事業の実施や，登録団体の
　会員を講師やサポーターとして登用することで，社会教育活動と地域の活性化を図る。
○市民の読書活動を支援し，図書館の集会・行事活動を促進する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○助成金を活用した学習グループ主催の公開講座の開催（公開講座　2３回，保育者謝礼　延べ３１人）
○平成２５年度学習グループサポート記録の発行（５月）
○社会教育関係団体からの申請に基づき，補助金の交付（４団体）
○社会教育関係登録団体からの申請に基づき，会場使用料の助成（３団体）
○学校施設開放による市民の活動支援（利用件数　延べ9,001件，利用者数　延べ202,202人）
○３館合同利用団体連絡会の開催（３回）
○公民館利用者懇談会，利用団体連絡会の開催
○印刷機講習会の実施，活動や発表の場の提供として，公開講座や共催事業などを開催
○読書会への指導員派遣及びテキストの貸出（支援団体　19団体，新規読書会1団体結成）
○市民団体との共催も含めた年間を通じた講演会の開催（講演会開催　１０回，参加者数　述べ1,301人）

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○学習グループサポート及び社会教育関係団体への助成を通じて，多様な学びの機会づくりを支援できた。
○助成した社会教育関係団体は，まつりやイベントでの成果の発表や，学習の機会づくり等で社会教育事業と
　して成果をあげられた。
○学校施設を開放し，活動場所として提供することで，地域住民の心身の健全な発達に寄与することができた。
○３館合同利用団体連絡会を開催し，情報交換と利用団体間の交流が図れた。
○各館ごとの懇談会や利用団体連絡会では，団体の運営上の課題などを共有できた。
○活動の場の支援としては，小学校の夏休み企画への参加や，公開学習会の開催，共催事業の実施，地区協議
　会などと市民協働事業を企画・実施したほか，登録団体の体験教室を開催した。

41 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

学習機会の提供・学習活動の支援11

事業名
ＮＯ． 市民，社会教育団体等の

活動への支援

事業主管課 社会教育課・公民館・図書館
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○遊ing
・市報，ホームページ等をはじめ，相互友好協定大学にボランティアを募っていく。
○杉の木青年教室
・参加者それぞれの行動の特性を把握するとともに，知的障害者の理解と適切な支援
　を行うため，職員及びボランティアの研修を適宜開催する。
○のびのびサークル
・市報，ホームページ等をはじめとする広報媒体を活用し，新規の参加者のほか，ボ
　ランティアスタッフを募る。
○支援が必要な児童・生徒・保護者等にマルチメディアデイジーの情報を提供する。
以上の改善策を講じながら，継続的に取り組むこととする。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○遊ing
・安全な運営上必要な，ボランティアスタッフ，看護師の適切な人員確保が課題である。
○杉の木青年教室
・参加者同士のトラブルが発生した場合の適切な対応が課題である。
○のびのびサークル
・参加者が減尐傾向にあるほか，ボランティアスタッフ数も丌足している。
○支援を必要とする人にマルチメディアデイジーの情報が行き届いていない。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

　知的障害のある方を対象に様々な社会活動や体験活動の機会を提供することで，集団行動や他人との関わり方
などの社会性を学び，自立性の向上を図る。また，視覚・聴覚に障害のある方の学習参加を支援するため，ハン
ディキャップサービスの充実を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○遊ing
・特別支援学級に在籍する児童・生徒を対象に，学校休業日に，野外・文化・スポーツ活動を実施（実施回数9
　回，延べ参加者数130人）
○杉の木青年教室
・特別支援学級を卒業した方を対象に，毎月１回，野外・文化・スポーツ活動を実施（実施回数12回，延べ
　参加者数432人（ディスコパーティー参加者数含む）
○のびのびサークル
・特別支援学級在籍者及び都立特別支援学校在籍者を対象に，月２回，創作ダンス等の活動を実施（実施回数
　22回，延べ参加者数257人）
○図書館事業
・布の絵本製作者養成講座とマルチメディアデイジー講習会を開催
・子ども発達センター，特別支援学級・特別支援学校児童・生徒へのおはなし会を開催
・適応指導教室「太陽の子」との協力事業を実施

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○遊ingでは，様々な体験活動に挑戦することを通じて，他人との関わり方や社会性を学ぶことができた。
○杉の木青年教室では，日常とは異なる参加の場を提供することで，他者との交流が促進し，集団行動による社
　会性を学ぶことができた。
○のびのびサークルでは，創作ダンス等を通じて，他人と関わる場への参加を促した。
○図書館事業として，子ども発達センターに通う幼児や特別支援学級・特別支援学校の児童・生徒を対象に，絵
　本や布の絵本の読み聞かせを実施したほか，適応指導教室「太陽の子」に通う小学校4年生から6年生を対象
　に，絵本の読み聞かせやブックトークを実施し，お話の世界を楽しんでもらうとともに，団体貸出も行った。

42 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

学習機会の提供・学習活動の支援11

事業名
ＮＯ． 障害のある児童・生徒等

の自立活動支援

事業主管課 社会教育課
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