
１３　生涯学習のまちづくり

縮小 統廃合

廃止
・
休止

有効性 効率性 公平性

参加
と

協働

1

生涯学習
情報シス
テム（さ
がす見つ
かるシス
テム）の
活用

●
生涯学
習交流
推進課

8,954

さがす見つかるシステムの活用促進を図るため，市報等を通じてシステムの
 周知を行ったほか，登録団体に対して積極的な情報登録を促した。

庁内各課の協力もあり，市ホームページとの通信システム連動による情報の
 共有化が進み，システムで提供する行政情報が増加した。

平成２７年度は，アクセシビリティチェック機能の向上及びスマートフォン
対応画面の改修を行い，利用者の利便性を向上させた。アクセス数は，前年
度（子育てサイト「コサイト」とのネットワーク化作業で大幅増）と比較し
て，約１万３，０００件減少したが，一昨年度比では，約４，８００件増加
した。（アクセス数：Ｈ２５：５万４，８６６件，Ｈ２６：７万３，０７１

 件，Ｈ２７：５万９，６５４件）。
また，平成２８年度のシステムリニューアルを見据えた課題整理や対応の検
討に取り組んだ。

○ ●

イベントページのアクセス数は増加傾向だが，団体と人材に関するペー
 ジのアクセスは減少傾向であるため，今後の対応を検討する。

行政のイベント情報については，市ホームページとの通信システム連動
がより進むことで，費用をかけずに充実を図ることができるため，広報

 課と課題の共有化を図っていく。
さがす見つかるシステムの活用促進に当たっては，引き続き，情報の充
実のほか，画面の見やすさ，情報の探しやすさ等，市民（利用者）の立

 場に立った検証についても取り組んでいく。
サークル・団体自身が登録更新を行うことができる機能を活用して，よ
り積極的な情報発信と事務の効率化が図れるよう，サークル・団体向け

 には丁寧に説明を行っていく。
平成２８年度は，市民活動支援のコミュニティサイトとして，地域ポー
タルサイト化を図っていく。

2

シニア世
代の学習
活動及び
まちづく
りへの参
加の促進

●
生涯学
習交流
推進課

450

地域デビュー歓迎会は，企画講座として，徒歩＆バスツアー，オープンサー
クル，お役立ち探し，料理をテーマに延べ１１５人が参加した。また，３月
に開催した全体会は，「見つけよう　広げよう　新しい仲間～一緒に調布を
楽しみませんか～」をテーマに，第一部では，地域で活躍されている方々の
体験談を伺った。第二部では，ふれあいトーク及び交流会を行い，５９人が
参加した。更に，アフターフォローとして実施した地域デビュー相談会に
は，生涯学習まちづくり推進員等が参加者の相談やコーディネートを行い，
地域活動のきっかけづくりの支援を行った。生涯学習サークル体験事業は，
３４団体の協力のもと，１２６人の申込みがあり，２９人の入会に結びつい
た。また，サークル体験発表会は，生涯学習サークル体験に協力したサーク
ルのうち９団体（楽器演奏・コーラス・ダンス等）が参加し，参加者は
約２５０人となった。

○ ● ●

地域デビュー歓迎会については，講座のテーマを絞り込むことなどによ
り，参加者を実際の地域活動へとつなげることができるように，きめ細
かく配慮していくほか，今後は講座だけでなく，気軽な相談の場につい

 て，他自治体への視察や検討を行っていく。
生涯学習サークル体験・発表会は，新たな団体の参加を増やし，より多

 くの体験機会を提供することで，実際の活動への参加につなげていく。
協働推進課が所管している地区協議会や市民活動支援事業との連携を図
り，市民の地域活動のきっかけづくりを支援していく。

3
子どもの
読書活動
の推進

図書館 1,044

子どもの発達段階に応じた資料の選定・収集・提供を行った。また，子ども
に読書の楽しさを伝える機会として，おはなし会や小学生読書会，図書館ガ

 イダンスなどの事業を実施した。
乳幼児を対象にしたおはなし会については，中央図書館と全分館で定例日を

 定めて実施した。
大人を対象にした事業として，「子どもの本に親しむ会」，「絵本の読み聞

 かせ講座」を実施した。
 各種研修の機会を通じて，児童奉仕の専門性を持った職員の育成を図った。

学校・保育園・健康推進課・子ども家庭支援センターすこやか・男女共同参
 画推進課等の関係機関と連携しながら，各種読書啓発事業を実施した。　

リスト「赤ちゃんは絵本が大好き！」，「クリスマスのほん」を改訂した。

○ ●

「第２次調布市子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもが自主的に
読書活動をすることができる読書環境を整備するため，引き続き，蔵書
の充実を図るとともに，おはなし会や読書会等の事業やブックスタート
事業，推薦図書リストの作成等を実施する。また，学校，保育園，児童
館，学童クラブ，放課後等デイサービス等の関係機関と連携しながら各

 種読書啓発事業を実施する。
小学校・中学校の調べ学習支援を効果的に行うため，履修内容について

 相互の連携を密にする。
平成２８年度においては，調布市立図書館開館５０周年記念おはなし会
を，中央図書館と全分館で実施することで，おはなしの楽しさを伝える

 機会としていく。
一人でも多くの子どもたちに読書の楽しさを知ってもらえるよう，各種
取組の充実を図るとともに，広報活動にも力を注いでいく。

4

図書館資
料の収
集・整
理・提
供・保存

● 図書館 324,652

市民の多様な学習ニーズに応えるため，図書・雑誌・視聴覚資料を新たに約
７万点受入れつつ，年間延べ約２７３万点の貸出しを行った。貸出冊数の減
少（前年度比約３万点の減）は，３分館が電気設備等工事のため，約２箇月

 間休館した影響もある。
利用しやすく安全な書架となるよう，ボランティアの協力を得ながら書架の

 維持・管理を行った。
多様な資料要求に的確に応えるため，各種データを整備し，利便性の向上を

 図った。
職員・嘱託員の人材育成を図るため，定期的な職場内研修を実施するほか，

 外部研修にも参加した。
市民に身近な施設（中央図書館及び１０分館）として，資料の提供等を行う
だけでなく，高齢者や乳幼児などサポートが必要な市民を関連機関へつなげ
るなど，市役所窓口の一つとして市民の安全安心な生活支援の役割も果たし
た。
高架下資料保存庫ではスペースを有効活用するための調整を行った。

○ ● ●

今後も市民の生涯学習・文化活動・日常生活に欠かせないインフラとし
て，生活を支えて暮らしに役立つ魅力的な図書館を目指していく中で，
各種図書館サービスを実施・充実させるとともに，安全安心な市民生活

 を支援していけるよう，市民に身近な図書館づくりを心掛けていく。
多様化する資料要求に的確に応えていくため，図書・雑誌・地域資料・
行政資料・映画資料・電子資料・視聴覚資料・記録類などの資料を収

 集・整理・提供・保存する。
図書館相互貸借制度などを通して，国・都・県・区・市町村立図書館，

 大学図書館と緊密に連携しながら市民への資料提供を行っていく。
高架下資料保存庫の図書収容スペースに不足が生じているため，引き続
き，保存庫の拡張について庁内関連部署と協議を行い，貴重な市民の共
有財産を適切に保存・提供できるようにしていく。
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維持

縮小等
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5
調査活動
の支援

図書館 7,587

レファレンス回答事例やよく聞かれるテーマの調べ方を案内したパスファイ
ンダーを改訂し，引き続き図書館ホームページで公開したほか，新たに「健
康・医療情報を探すには」を作成した。これにより，市民が求める情報へ到
達するための効率的な手段を提供することができた。
地域資料や映画資料の収集，保存等について，庁内関連部署との連携を図
り，更なる資料の充実に努めることができた。
「調布まちゼミ」に協力し，関連図書リストを作成・提供し，図書館ホーム
ページでも公開した。
市内行政書士等と連携し，「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」を開催し，
関連図書リストを作成・ホームページで公開した。
転入してきた学生向けの便利な情報をまとめたガイド「調布市暮らしの道し
るべ」を改訂し，市内大学の新入生ガイダンスや図書館館内で配布したほ
か，図書館ホームページでも公開した。
地域の新聞記事やポスター等のデジタル化を推進した。

○ ● ●

市民が日常生活の問題解決において必要とする情報や資料を入手するた
めの支援については，生涯学習，地域主体性，コミュニティ醸成の視点
から重要であるため，今後も引き続き，情報や資料の収集・整理，リス

 ト等の作成，データベース等の整備を進めていく。
職員研修等を通じた図書館職員の人材育成を図ることにより，効果的か
つ効率的な調査活動の支援に努めていく。

6

調査活動
の支援
映画資料
室

図書館 0

「映画のまち調布」を推進するため，図書を約１，０００冊受入れたほか，
 継続雑誌も１誌増加させて２０誌となった。

図書や雑誌等の刊行物だけでなく，チラシなど映画情報の収集・保存・提供
も行ったほか，映画関連企業の協力により，一般に流通しない資料の収集を

 行った。
 映画資料室と視聴覚資料室とを連携させるための検討を行った。

「調布映画祭」で映画の図書展を開催し，１，３００人を超える来館者が
 あった。

 産業振興課等のイベントへの協力として，関連する資料の提供を行った。

○ ● ●

「映画のまち調布」を推進するため，今後も引き続き，地域資料として
資料の収集，保存，提供を行うとともに，図書や雑誌を扱う映画資料室
と映像資料（ＤＶＤ等）を扱う視聴覚資料室との効果的な連携に向けた

 取組を進めていくほか，市内映像・映画関連企業との連携を進める。
「調布映画祭」における映画の図書展の開催など，他課の事業との連携

 を図る。
 ポスター等の所蔵資料の活用に向けた検討を進めていく。

パンフレット，撮影台本やポスターの増加に伴い，保存場所の確保が課
題となってきているため，対応策を検討していく。

7
多様な公
民館事業
の推進

● 公民館 5,412

公民館主催事業として，講演会・市民講座・高齢者対象事業・市民文化教
室・国際理解講座・家庭教育講座・青少年対象事業・平和祈念事業などの多

 様な事業を展開した。
事業の実施に当たっては，公民館運営審議会委員からの意見の反映や，市民
が企画提案した講座，市民団体と共催して講座を行うなど，市民ニーズを踏

 まえて展開することができた。
高齢者対象の講座においては，講師と参加者とのかかわりを深めるため，一
つひとつの講座の定員数について配慮しながら実施した結果，少人数で開催
した講座は，参加した方の理解がより高まり，実施後のアンケートからも高
い満足度を得ることができた。

○ ● ●

今後も引き続き，地域に密着した公民館活動を展開するため，地域で活
動する団体等との協働により，市民ニーズに沿った事業や地域の特色を

 活かした事業を実施していく。
定員を上回る申込みがあった講座については，やむを得ず抽選をして実
施しているところであるが，次年度以降にも同内容の講座をすること

 で，より多くの市民に対する学びや交流の機会の提供を図っていく。
また，公民館から離れた地域の方や青少年が多く利用できる環境づくり

 を進めていく。

1 0 0 0 6 3 0 2 0 計

14.3 0.0 0.0 0.0 85.7 42.9 0.0 28.6 0.0 割合（％）

当該施策に体系付けられている全ての事務事業については，巻末に掲載している

参考資料「⑤事務事業一覧（施策体系順）」をご参照ください。


