
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

●

文化生
涯学習
課

協働推
進課

12,825

市民活動の更なる活性化を図るため，生涯学習情報システムを地域情報発
信の中心的な役割を担う「ちょうふ地域コミュニティサイト」として再構
築し，平成２９年４月から運用を開始した。
平成２９年度は，サイトについて庁内周知を図るとともに，市民（利用
者）の皆様が利用しやすいよう機能改善を図った。さらに，地域で活動す
る団体を対象とした講座などの活用促進事業を実施し，「ちょうふ地域コ
ミュニティサイト」を通じて地域の情報共有，情報発信が図られるよう取
り組んだ。
また，生涯学習情報コーナーの活用促進を図るため，生涯学習情報専用の
ページを残し，市報等を通じて周知を行ったほか，登録団体に対して積極
的な情報登録を促した。また，市ホームページとの通信システム連動を活
用して，行政情報の周知を行った。
アクセス数：平成２７年度：５万９，６５４件，平成２８年度：
８万９，９９６件，平成２９年度：６万１，５５３件。

○ ● ●

「ちょうふ地域コミュニティサイト」については，庁内各部署との連携
を強化し，庁内各部署と繋がりのある地域の団体や市民の活動場所であ
る施設に関する情報の充実を図る。また，市民（利用者）の立場に立っ
て検証を行い，随時使いやすいシステムを目指して機能改善を行う。そ
の他，電子掲示板機能「ちいきのけいじばん」の更なる活用を図り，地
域情報の発掘，情報発信につなげられるよう活用促進事業に取り組んで
いく。今後も，課題を整理しながら，サイトとしてのあり方を検討する
必要がある。
生涯学習情報専用のページについては，引き続き，活用促進を図るた
め，生涯学習まちづくり推進員のアウトリーチなどにより周知を行う。
また，団体・人材・施設情報については，適宜，情報更新を行い，活用
しやすいページを目指していく。

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

●
文化生
涯学習
課

499

地域デビュー歓迎会では，分科会として調布再発見バスツアー，男の料理
教室，シニアの働き方講座の３講座全５回を開催した（参加者数：延べ１
２７人）。また，全体会として｢見つけよう 広げよう 新しい仲間～踏み出
そう最初の一歩ｉｎ調布～｣をテーマに，地域デビューの先輩による講演会
及びふれあいトークを行った（参加者数：６８人）。歓迎会開催後には，
フォローアップの会を実施した（参加者数：１２人）。更に，生涯学習
サークル活動支援事業ｉｎみんなの広場「相談サロン」を全３回開催した
（参加者数：延べ４６人）。
生涯学習サークル体験事業は，団体の協力のもと，１３２人の申込みがあ
り，４９人の入会に結びついた。また，サークル体験発表会では，生涯学
習サークル体験協力サークルのうち１１団体（楽器演奏・コーラス等）が
体験発表コンサートを実施（参加者数：２５５人）し，５団体（塗り絵・
水彩画・版画等）が体験発表展示会を開催した。

○ ● ●

地域デビュー歓迎会については，参加者へのその後の支援が少ないとい
う課題を踏まえ，開催時期の見直しや積極的な情報発信に取り組むこと
で，より効果的に地域活動への参加を促していく。また，地域での活動
に関心がある市民の気軽な相談の場として「相談サロン」を開催し，市
民の生涯学習のきっかけづくりを支援していく。
生涯学習サークル体験・発表会については，新たな団体の参加を促し，
市民に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，その他関係
団体との連携を図り，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 993

選書を重視して蔵書の充実を図り，リスト配布，展示，おはなし会，小学
生読書会，図書館ガイダンスを通して，子どもに読書の楽しさを伝えた。
要望の多い乳幼児と保護者向けおはなし会は，分館の定例日を増やして，
全館で実施した。
学校・幼稚園・児童館・保健センター等市内の施設で読み聞かせをしてい
る大人を対象に，「読み聞かせ交流会」を開催して，地域社会全体で子ど
もの読書活動に取り組む意義を確認した。
子どもの読書や読み聞かせをテーマにした出張講座の要望に応えた（１１
回　２９５人参加）。
学校・保育園・児童館・健康推進課・子ども家庭支援センターすこやか・
子ども発達センター等の関係機関と連携しながら，多様な読書啓発事業を
実施した。
「第３次調布市子ども読書活動推進計画」の策定作業に取り組んだ。

○ ●

「第２次調布市子ども読書活動推進計画」策定後の５年間にわたる成果
と課題を踏まえて「第３次調布市子ども読書活動推進計画」を策定す
る。
妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援として，３歳児のいる家庭
に親子で楽しめる絵本を１冊配付する。
新規開園の保育施設，学童クラブ，放課後等デイサービスと連携し，団
体貸出を促進する。
全幼稚園・保育園に絵本リスト「このほんよんで！第２版」を配付し，
読書活動の普及を図る。
児童サービスの推進及び継続を図るため，担い手としての職員の育成に
取り組む。
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。

4

図書館資料
の収集・整
理・提供・
保存

● 図書館 332,059

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６．８万点受け入れつつ，年間延べ約２６２万点の貸出しを行った。貸
出冊数の減少（前年度比約６万点の減）は，地下書庫電動書架のメンテナ
ンスのため，資料の出納・貸出が約１か月半できなかった影響もある。
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・都道府県・市区町村立図書館，
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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5
調査活動
の支援

図書館 4,724

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，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。
雑誌データベースの活用により，市民の調査に提供できる情報の幅が広
がった。
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。
「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。
行政書士と協力し，「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」を開催し，関連
図書リストを作成し，ホームページで公開した。
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１，１００冊受け入れたほ
か，継続雑誌を２０誌受け入れた。
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
供を行ったほか，映画関連企業の協力により，一般に流通しない撮影台本
等の収集も行うことができた。
シアタス調布オープン記念事業への協力として，文化会館たづくり１階で
の関連資料展示を行った。 ○ ● ●

「映画のまち調布」を推進するため，今後も引き続き，地域資料の一角
を成す映画資料の収集，保存，提供を行う。
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
室との連携により，効果的な取組を進めていく。また，庁内外の連携組
織である「映画のまち調布シネマフェスティバル実行委員会」の一員と
して他課及び市内映像・映画関連企業との連携を進める。
ポスター等の所蔵資料の活用を進めていく。
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 5,303

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，市民が企画提案した講座，地域の団体と連携し
た講座を行うなど，市民ニーズと地域特性を踏まえながら展開することが
できた。
また，いくつかの講座では，学びのみならず参加者同士の交流がもてるよ
う配慮しながら実施した。更に，講座内容を理解していただけるよう講座
ごとに定員を変え開催したことで，参加者の理解度が深まり，実施後のア
ンケートでは高い満足度を得ることができた。

○ ● ●

今後も引き続き，地域に根差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，抽選で参加者を決定して
いるところであるが，次年度以降にも同内容の講座を行うことや定員を
増やすことなどで，より多くの市民に対する学びや交流の機会を提供し
ていく。
更に，子育て世代や青少年等，より幅広い世代が利用しやすい公民館事
業の展開を目指し，対象者の設定や受付方法等について検討していく。

1 0 0 0 6 3 0 3 0 計

14.3 0.0 0.0 0.0 85.7 42.9 0.0 42.9 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。


