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伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　1P

活動単位：１．家庭・地域

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

こども家庭課
子育て支援センターで、本と親し
む機会を作ります。また、親子・
家族の交流の場を提供します。

子育て支援センターで親子では参加す
る読み聞かせの会を開催し、交流ので
きる場を作ります。

子育て支援センター職員やボランティ
アが講座や交流の場で読み聞かせを
したり、講師を招いて読み聞かせを実
施しました。回数３４０回、参加人数５，
００６人（１月末現在）

箇所数 9 9 Ａ 9 9

24年度から子育て
包括支援センター
稼動により24年度
までの累計を8から
9に変更

上野図書館 読み聞かせの会のPRをします。
広報いが市やポスター・チラシなどで
案内をします。

年度当初、保育所や小学校へポス
ターやチラシを配布しました。ハイトピ
アで出前の読み聞かせを実施し、読み
聞かせカレンダーの設置も行いPRしま
した。

回数 12 12 A [ 60 ] [ 60 ]

いがまち公
民館図書室

読み聞かせの会を開催します。
定期的な読み聞かせの会（絵本の時
間）や読み聞かせボランティア「ぶらん
こ」により開催します。

絵本の時間１０回、ぶらんこ１１回の読
み聞かせの会を開催しました。参加者
２３７人

回数 20 21 Ａ [ 85 ] [ 64 ]
当初累計66を64
に変更

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせの会を開催します。
定期的な読み聞かせの会を開催しま
す。

定期的な読み聞かせの会を１２回開催
しました。参加人数３５７人

回数 12 12 Ａ [ 60 ] [ 60 ]
当初累計48を60
に変更

阿山公民館
図書室

読み聞かせの会を開催します。
読み聞かせボランティア「はあと＆は
あと」により、月２回開催をします。

「読み聞かせ会」の開催をしました。４
～３月　２４回（７２人参加見込み）

回数 24 24 A [ 118 ] [ 118 ]

大山田公民
館図書室

読み聞かせ会を開催します。
定期的な読み聞かせの会「おはなした
いむ」を12回開催します。

定期的な読み聞かせの会「おはなした
いむ」を１２回開催しました。

回数 12 12 Ａ [ 59 ] [ 59 ]

定期的に図書室で「大きな絵本の読み
聞かせ会」を開催します。

乳幼児と保護者を対象に実施しまし
た。保育園児・幼稚園児を招待しての
実施も行いました。１３回、６００人

回数 12 13 A [ 72 ] [ 59 ]

小学校をはじめ、保育園や幼稚園に出
かけて読み聞かせをします。また、お
はなしキャラバン隊を招致します。

小学校をはじめ、保育所などに出かけ
ておはなし会を開催しました。
（小 ２０回３４５人、保 ３回４３４人、幼
２回７９人、学童 １回６０人）

回数 33 26 A
[ 219 ]
（１）

[ 193 ]
（1）

当初累計10を193に変
更。おはなしキャラバン
招致は（　）で表示
・風邪等による学級閉鎖
のため減となる。

ブックスタート
事業の充実

本との出会いの場であるブックス
タート事業のさらなる充実と周知を
はかり、読み聞かせの大切さを伝
えていきます。

読書の機会や場所
の整備・充実

健康推進課
１歳６ヶ月児健診会場で、対象
者に絵本の読み聞かせを行い
情操教育を高めます。

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」（乳児
家庭訪問）実施時に保健師・助産師
が、絵本を通じて親子の心が触れ合う
大切さを伝えます。また図書館や子育
て支援センターと連携して、読み聞か
せの会の日程など案内を、訪問時の
ほか、1歳半・３歳児健診時に配布し啓
発します。

こんにちは赤ちゃん訪問事業で絵本を
通じて親子の心が触れ合う大切さを伝え
ました。
こんにちは赤ちゃん訪問　７２０件（７６５
件中）
また図書館や子育て支援センターと連
携して、読み聞かせの会の日程など案
内を１歳半・３歳児健診時、乳幼児相談
時に配布しました。
乳幼児相談（７２回）延べ１，４００人
１歳半・３歳児健診（４８回）１，４８０人

訪問率 97 94 Ｂ 94 92
参加率から家庭
訪問率に変更

こども家庭課
子育て講座開催の機会を通して
情報提供を行います。

子育て講座開催の機会を通して情報
提供を行います。

「読み聞かせ」と題した講話や絵本の
大切さの講座を実施し、子育て親子に
読み聞かせを呼びかけました。

箇所数 9 9 Ａ 9 9

24年度から子育て包
括支援センター稼動
により24年度までの
累計を8から9に変更

市民生活課
外国語版情報紙などを通じた広
報啓発活動を行います。

外国語版情報紙などを通じた広報啓
発活動を行います。

外国語版情報紙「IGA」を通じて、読書
の楽しさや重要性を多言語で情報提
供しました。

回数 1 1 A [ 5 ] [ 5 ]

家庭における
読書活動の啓
発

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、健診・子育て
講座の機会や市の広報物などを通
じて呼びかけていきます。

情報提供と広報啓発
の拡充

青山公民館
図書室

読み聞かせ会を開催し、親子で
本に接する機会を創出し、本の
楽しさを感じ、読書への関心を
高めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

読書に関する
催しの開催

上野図書館や公民館図書室、子育
て支援センターなどで行っている読
み聞かせの会のPRにつとめるとと
もに、読書に関する催しに親子・家
族で参加し、交流のできる機会を作
ります。

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　2P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

学校だよりや学級通信等で、児童・生
徒の読書活動の様子等を知らせます。

３５校中３２校が学校だよりや学級通
信等で、児童・生徒の読書活動の様子
等を知らせることができました。

箇所数 35 32 Ｂ 34 35
24年度4月　統
合により35小中
学校に

生涯学習課
広報いが市やケーブルテレビな
どを通じた広報啓発活動を行い
ます。

「子ども読書の日」と「秋の読書週間」
に広報いが市による啓発活動を実施し
ます。

広報いが市４月１５日号「子ども読書の
日」と１０月１５日号「秋の読書週間」に
掲載し、またウィークリー伊賀市で放映
しました。

回数 2 4 Ａ [ 11 ] [ 10 ]

上野図書館
情報などを広報いが市で案内を
します。

広報いが市で案内します。また、おは
なしカレンダーを赤ちゃんの健診・相談
時と子育て支援センターに配布しま
す。

子育て支援センターへ読み聞かせカレ
ンダーを配布しました。赤ちゃん検診
や訪問時に読み聞かせカレンダーを
配布してもらいました。

回数 51 51 A [ 147 ] [ 147 ]

広報12回　支援
センター12回
健診・相談3回×
9月

いがまち公
民館図書室

広報いが市の「図書館だより」に
掲載する他、子育て支援に関す
る事業時にも図書の情報を提供
します。

広報いが市の「図書館だより」に掲載
する他、公民館の「図書室だより」や子
育て支援センターが行なう事業時にも
図書の情報を提供します。

図書館だより１２回、図書室だより１２
回、子育て支援センターへ１２回の情
報提供を行いました。

回数 20 36 Ａ [ 102 ] [ 66 ]

島ヶ原公民
館図書室

子育て支援「遊びの広場」の機
会を通じ情報を提供します。

広報いが市の「図書館だより」等に読
み聞かせの会の情報を掲載します。

広報いが市の「図書館だより」等に読
み聞かせの会の情報を１２回掲載しま
した。

回数 12 12 Ａ [ 60 ] [ 60 ]
当初累計48を60
に変更

阿山公民館
図書室

広報いが市の「図書館だより」に
掲載します。

広報いが市の「図書館だより」に読み
聞かせ会等の情報を掲載します。

広報いが市の「図書館だより」に読み
聞かせ会等の情報を１２回掲載しまし
た。

回数 12 12 A [ 59 ] [ 59 ]

大山田公民
館図書室

広報いが市の「図書館だより」に
掲載します。

広報いが市の「図書館だより」に読み
聞かせの会等の情報を掲載します。

広報いが市の「図書館だより」に読み
聞かせの会等の情報を１２回掲載しま
した。

回数 12 12 Ａ [ 63 ] [ 63 ]

青山公民館
図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

広報いが市の「図書だより」や青山公
民館図書室だより「ぶっくらんど」の発
行により情報提供をしています。

お勧めの本の紹介や研修会等の催しの
案内を掲載しました。・図書だより「ぶっく
らんど」の発行を１４回、広報いが市「図
書館だより」１２回の掲載をはじめ、広報
いが市やケーブルテレビ等の情報掲載
と市のホームページでの情報提供を１８
回行いました。

回数 27 27 A [ 122 ] [ 95 ]

上野図書館
新刊案内及び図書館だよりの発
行をします。

新刊案内及び図書館だよりの発行をし
ます。ケーブルテレビを活用して情報
提供します。

図書館だよりを発行しました。また、
ケーブルテレビの文字放送を活用して
新刊の情報提供をしました。館内で
は、毎月、新刊コーナーの入れ替えと
毎週新刊案内ファイルを更新し積極的
に紹介しました。

回数 60 56 B [ 135 ] [ 139 ]

いがまち公
民館図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

広報いが市の「図書だより」やいがまち
「図書室だより」に掲載するほか「絵本
の時間」など機会を通じて情報提供し
ます。

図書館だより１２回、図書室だより１２
回、絵本の時間１０回の情報提供をし
ました。

回数 22 34 A [ 100 ] [ 64 ]
当初累計66を64
に変更

大山田公民
館図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」
「おはなしたいむ日記」の発行をしま
す。

図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」６
回
「おはなしたいむ日記」１２回発行をし
ました。

回数 18 18 Ａ [ 64 ] [ 64 ]

青山公民館
図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

広報いが市の「図書だより」や青山公
民館図書室だより「ぶっくらんど」の発
行により情報提供をしています。

図書だより「ぶっくらんど」の発行を１４回
行い、時期に応じた新刊の案内や中学
生が選んだお勧めの本などを掲載しまし
た。また、読み聞かせ等の研修会の案
内を掲示しました。

回数 27 27 A 122 [ 95 ]

情報提供と広報啓発
の拡充

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、健診・子育て
講座の機会や市の広報物などを通
じて呼びかけていきます。

親子で楽しめる本の紹介を図書館
だよりなどを通じて積極的に行いま
す。

情報提供と広報啓発
の拡充

家庭における
読書活動の啓
発

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　3P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

市民生活課
外国語版情報紙などを通じ広報
啓発活動をします。

外国語版情報紙などを通じ広報啓発
活動をします。

外国語版情報紙「IGA」を通じて、家庭
における読書時間の設定の重要性を
多言語で情報提供しました。

回数 1 1 A [ 5 ] [ 5 ]

生涯学習課
広報いが市やケーブルテレビな
どを通じた広報啓発活動をしま
す。

「子ども読書の日」と「秋の読書週間」
に広報いが市による啓発活動を実施し
ます。

広報いが市４月１５日号「子ども読書の
日」と１０月１５日号「秋の読書週間」に
掲載し、またウィークリー伊賀市で放映
しました。

回数 2 4 Ａ [ 11 ] [ 10 ]

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動
を推進します。

地域や保護者による読み聞かせや
ブックトーク等の取り組みを行います。

３５校中２１校が地域ボランティアや保
護者による読み聞かせ・ブックトーク等
の取り組みを行いました。

箇所数 28 21 B 25 28

上野図書館
市民ボランティアと連携し、読み
聞かせ会を開催します。

市民ボランティアと連携し、読み聞か
せ会を開催します。

毎月３回の読み聞かせ会をボランティ
アと協働で実施しました。また、ストー
リーテリングやナイトライブラリーを実
施しました。読み聞かせ会に参加した
幼児や児童にスタンプラリーを始めま
した。

回数 33 37 A 37 33

いがまち公
民館図書室

読み聞かせの会を開催します。
読み聞かせボランティア「お話の国アリ
ス」「ぶらんこ」と連携し、読み聞かせ会
を開催します。

お話の国アリス１０回、ぶらんこ１１回
の読み聞かせ会を開催しました。参加
者２３７人

回数 20 21 A [ 85 ] [ 64 ]
当初累計66を64
に変更

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせの会を開催します。
読み聞かせボランティア(お話の会ネエ
よんで)等と連携し、読み聞かせの会を
開催します。

読み聞かせボランティア(お話の会ネエ
よんで)等と連携し、読み聞かせの会を
１２回開催しました。

回数 12 12 Ａ [ 60 ] [ 60 ]
当初累計48を60
に変更

阿山公民館
図書室

読み聞かせの会を開催します。
読み聞かせボランティア「はあと＆は
あと」に図書室の一室を提供し、月２回
開催をします。

「読み聞かせ会」の開催をしました。４
～３月　２４回（７２人参加見込み）

回数 24 24 A [ 118 ] [ 118 ]

大山田公民
館図書室

読み聞かせ会を開催します。
市民ボランティアと連携し、読み聞か
せ会を開催します。

市民ボランティアと連携し、読み聞かせ
会「おはなしたいむ」を１１回開催しまし
た。２月末まで延べ１３９人参加（残り１
回は３月１６日開催予定）
夏休み「おはなしくらぶ」３回開催しまし
た。　延べ12人参加
大山田小学校の全校児童２５１人を対
象に読み聞かせを実施しました。
「朝の読書推進活動」３６回・「きらきらた
いむ」１０回　開催しました。

回数 58 61 Ａ [ 278 」 [ 275 ]

青山公民館
図書室

親子で本に接する機会を創出
し、本の楽しさを感じ、読書への
関心を高めます。

市民ボランティアと連携し、絵本の読
み聞かせ会を開催します。
おはなしキャラバン隊を招致いたしま
す。（3年に1回）

市民ボランティアと連携しておはなし会
を開催しました。（さくら保育園 ３回、よ
さみ幼稚園 ２回、学童保育 １回）

回数 3 6 A
[ 16 ]
(1)

[ 10 ]
(1)

おはなしキャラバ
ン隊招致は（　）
で表示

読書の機会や場所
の整備・充実

地域との連携

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、子どもが読書
に興味を持つような取り組みを展開
します。

情報提供と広報啓発
の拡充

家庭における
読書活動の啓
発

家庭における読書時間の設定・啓
発を行います。

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　4P

活動単位：２．保育所（園）・幼稚園

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

こども家庭課
保育の中で絵本に親しむよう読
み聞かせの時間を持ちます。

日常において、絵本に触れる機会を持
ち読み聞かせの時間を確保します。

自由あそびの際、こどもが「絵本読ん
で」と持ってきたときは、要求に答える
ようにしみんなを巻き込んで絵本の読
み聞かせをするようにしました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
読み聞かせ活動の充実を図りま
す。

日常的に読み聞かせ等を実施します。
保育の時間などで、日常的に読み聞
かせ等を実施できました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
保育士の資質の向上を図るた
め、講習会や研修会に参加をし
ます。

引き続き保育士の資質の向上を図る
ため講習会や研修会に参加します。

絵本の良さを保育士自身感じられるよ
う、講習会や、研修会に積極的に参加
しました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
研修会等の案内を周知し、参加
を促します。

研修会等の案内を全員に周知し、参
加をします。

研修会に参加し、絵本や布絵本の魅
力について学びました。
6/24 人権保育専門講座（県伊賀庁
舎）
2/17 生涯学習市民講座（ハイトピア）

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
読み聞かせについての研修会
を開催します。

絵本や読み聞かせの研修会を開催し
参加を促します。

ブックドクターを招いたり、絵本に関す
る研修会を実施しました。

回数 3 3 A 3 3
全保育所（園）合
同で実施

学校教育課
読み聞かせについての研修会
を開催します。

読み聞かせの会を学期1回開催し、そ
れに関する研修会を開催します。

読み聞かせの会を学期に１回ずつ開
催し、講師からのアドバイスを次の読
み聞かせの会にいかせるようにしまし
た。

回数 3 3 Ａ 3 3

生涯学習課
読み聞かせについての研修会
を開催します。

読み聞かせについての研修会を開催
します。

上野図書館と共同で２月１７日に、読
み聞かせが子どもの生きる力をはぐく
むことを伝える生涯学習市民講座「こ
とばの喜び・絵本の力」を開催しまし
た。また、講座の後半で読み聞かせボ
ランティアを対象とした研修会を実施し
ました。　参加者数　７８人

回数 1 1 Ａ ［ 5 ］ ［ 5 ］

こども家庭課
子どもや保護者のニーズに対応
した乳幼児向けの図書資料の
充実を図ります。

子どもや保護者の要望も聞きながら乳
幼児向けの図書資料の充実を図りま
す。

図書のパンフレットなど配布したり、保
護者の要望も聞きながら図書の充実
が図れるようにしました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
子どもや保護者のニーズに応じ
た図書資料の充実を図ります。

子どもや保護者のニーズに応じた図書
を購入します。

子どものお気に入りの本や保護者が
子どもに読んであげたい本等を聞き、
図書の購入をしました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

自由に本に親しめるよう、外国語図
書の充実を図ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課 外国語図書の充実を図ります。
昨年度購入したポルトガル語の図書
10冊に加え、外国語図書を購入しま
す。

外国語図書（ポルトガル語）を購入し、
図書の充実に努めました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

こども家庭課
外国の子どもたちが利用しやす
い図書環境を作ります。

引き続き外国の子どもたちが利用しや
すい図書環境づくりに努めます。

外国籍のこども達が絵本に親しみを
持ったり興味を示すように、必要に応じ
て絵本の翻訳をしました。

箇所数 36 15 B 15 36

読み聞かせ活
動の充実

図書資料の充
実

子どもや保護者のニーズに対応し
た乳幼児向けの図書資料の充実を
図ります。

読書活動の推
進情報交換や
研修への参加

外国籍の子ど
もへの対応

子どもの読書に携わ
る人材の育成

読書の機会や場所
の整備・充実

教諭、保育士による読み聞かせ活
動の一層の充実を図ります。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

子どもの読書に携わ
る人材の育成

読み聞かせについての研修会を開
催します。

読書活動推進のための講習会や研
修会に積極的に参加できる環境を
整えます。

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　5P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

外国籍の子ど
もへの対応

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課
外国の子どもたちが利用しやす
い図書環境を作ります。

外国語図書のコーナーを設けます。
図書室の一区画に外国語図書のコー
ナーを設けました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
図書コーナー等、利用しやすい
施設環境を整えます。

子どもたちが利用しやすい図書環境づ
くりに努めます。

自由あそびの時、気軽に絵本が読め
たり、絵本が手にできようるようあそび
コーナーを工夫しました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
図書コーナー等、利用しやすい
施設環境を整えます。

子どもが利用しやすいスペースの検討
をします。

子どもや保護者が利用しやすいよう
に、表示板を設置したり、飾り物を工夫
したりし、環境を整えました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

読書に関する相談窓口の充実を図
ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

こども家庭課
保護者からの相談に対応しま
す。

読書の機会や場所の整備・充実など
気軽に相談してもらえるよう努めます。

読書に関しての要望があれば対応で
きるようにしました。

箇所数 36 36 A 36 36

こども家庭課

保育の中で読書や読み聞かせ
などの機会を多く取り入れること
により、読書に対する興味を向
上させます。

興味ある絵本や読み聞かせの機会を
多く取り入れ興味や、関心が持てるよ
うに努めます。

保育の中で読書や読み聞かせの機会
を多く取り入れ、また自分で絵本が自
由に選べたり、手に取ったりできるよう
絵本コーナーの工夫をしました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課 読み聞かせ活動を充実します。
興味のある図書の読み聞かせに努め
ます。

本年度、該当の園児はいません。 箇所数 1 - - 1 1

こども家庭課
絵本の紹介や家庭への貸し出
しを行います。

引き続き、絵本の紹介や家庭の貸し出
しを行います。

こどもが興味を持っている絵本をクラ
ス便り等で紹介をしたり借りやすくする
ため、絵本コーナーの工夫もしました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

園たより等で読み聞かせの意義の周
知や絵本の貸出案内を行います。

クラスだよりや園たより等で機会あるこ
とに、読み聞かせの意義の周知や絵
本貸出案内をしたり、掲示板で絵本紹
介をしたりしました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
保護者から家庭での本の読み
聞かせ等の相談に対し、アドバ
イス等を実施します。

保護者から家庭での本の読み聞かせ
等の相談に対し、アドバイスができるよ
うにします。

保育参観やクラス懇談会を利用し読み
聞かせの場を設定し、読み聞かせの
相談に乗ったり、アドバイスができるよ
うにしました。

箇所数 36 36 B 36 36

学校教育課
保護者から家庭での本の読み
聞かせ等の相談に対し、アドバ
イス等を実施します。

図書についてのアドバイスをし、保護
者からの質問に対応します。

家庭で本に親しめるように子どもの興
味のある絵本や、季節によって読むと
楽しい絵本の紹介などができました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

家庭における
読書活動の啓
発

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、子どもへの
読み聞かせの重要性について啓発
します。

情報提供と広報啓発
の拡充

こども家庭課

様々な機会を捉えて、保護者に
対し本の楽しさ或いはこどもへ
の読み聞かせの重要性につい
て啓発を行います。

保護者に対し様々な機会を捉えて、読
み聞かせの重要性について啓発をし
ていきます。

絵本貸出しの際や、保育所だより等を
通じて読み聞かせの重要性について
啓発できました。

箇所数 36 36 A 36 36

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

本の紹介や貸出案内など、保護者
への情報提供に努めます。

保護者からの相談に応じて本のア
ドバイスができる体制を整えます。

保護者への情
報提供の充実

障がいのある
子どもへの対
応

情報提供と広報啓発
の拡充

読書の機会や場所
の整備・充実

読書の機会や場所
の整備・充実

自主的に読書活動を行うことができ
るよう、読書に対する興味を引き出
すよう努めます。

情報提供と広報啓発
の拡充

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　6P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

家庭における
読書活動の啓
発

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、子どもへの
読み聞かせの重要性について啓発
します。

情報提供と広報啓発
の拡充

学校教育課 情報提供と広報啓発をします。
保護者へ読み聞かせの重要性につい
て、園たよりや参観等で啓発をします。

園たよりや参観、講演会等で、読み聞
かせの楽しさや重要性について啓発し
ました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課

ボランティアと連携し読み聞か
せ会等の開催や、乳幼児が本
に対し興味を持てるような保育
内容の実施をします。

市民ボランティアの方との連携が充実
できるように努めます。

ボランティア登録している方の一覧表
を各園に配布し、読み聞かせの機会を
増やすことができました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動
を推進します。

地域や保護者による読み聞かせや
ブックトーク等を行います。

保護者による絵本の読み聞かせや手
づくり大型紙芝居、ペープサートを行い
ました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

地域との連携
読書の機会や場所
の整備・充実

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、乳幼児が読書
に興味を持つような取り組みを保育
所（園）・幼稚園において展開しま
す。

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　7P

活動単位：３．学校

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

児童・生徒の多様な興味や関心、
要望に応える図書資料の整備・充
実を計画的に進めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課
希望図書の調査と購入を行いま
す。

児童・生徒の読みたい本や希望図書
を調査し購入します。

３５校中３５校が児童・生徒の読みたい
本や希望図書を調査し購入しました。

箇所数 35 35 Ａ 35 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

本の紹介など読書に関係する情報
の提供を行います。

情報提供と広報啓発
の拡充

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

学校だよりや図書館だよりで、図書に
係る情報を提供します。

３５校中３２校が学校だよりや図書館だ
よりで、図書に係る情報を提供しまし
た。

箇所数 35 32 Ｂ 32 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

学校における
読書時間の充
実

朝の読書活動等を推進し、学校に
おける読書時間の充実を図ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課
朝の読書活動の充実を図りま
す。

朝の10分間読書を実施します。
３５校中３４校が朝の１０分間読書を実
施しました。

箇所数 35 34 Ｂ 34 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

学校図書館図
書標準の達成

学校図書館図書標準を達成できる
よう、図書資料の整備を計画的に
進めます。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

学校教育課
図書資料の計画的整備を行い
ます。

計画的に図書資料を整備します。
３５校中２８校が全教員で計画的に図
書資料を整備することができました。

箇所数 15 28 Ａ 28 15

図書業務に携
わる職員の充
実

司書教諭の配置に努め、全教職員
が連携し、子どもがいつでも利用で
きるような学校図書館を目指しま
す。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

学校教育課 司書教諭の配置に努めます。
11学級以下の学校においても、司書教
諭の配置に努めます。

１１学級以下の学校において、司書教
諭の配置に努めました。

箇所数 26 19 Ｂ 19 26
24年度　11学級
以下の学校は26
校

読書活動推進のための研修会を開
催します。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

学校教育課
読書活動推進のための研修会
を行います。

読書活動推進のための校内研修会を
開催します。

３５校中２４校が読書活動推進のため
の校内研修会を開催しました。

箇所数 29 24 Ｂ 24 29

読書活動推進に関する研修会や情
報交換会に積極的に参加できる環
境を整え、教職員の指導力向上を
目指します。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

学校教育課
研修会等の案内を全職員に周
知し、参加を促します。

研修会等の案内を全職員に周知し、
参加します。

３５校中２８校が研修会等の案内を全
職員に周知し、参加しました。

箇所数 35 28 Ｂ 28 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

自由に本に親しめるよう、外国語図
書の充実を図ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課 外国語図書の充実を図ります。
外国語図書を購入したり、上野図書館
等で借用したりして、充実させます。

３５校中１２校が外国語図書を購入し
たり、上野図書館等で借用したりして、
充実させました。

箇所数 29 12 Ｃ

対象児童生徒がいない
学校は日常需要の多い
書籍から購入したり借用
したりするため。

12 29

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課
外国籍の子どもたちが利用しや
すい図書環境作りに努めます。

学校図書室等に外国語図書のコー
ナーを設けます。

３６校中１４校が学校図書室等に外国
語図書のコーナーを設けました。

箇所数 29 14 Ｃ

対象児童生徒がいない
学校において書籍がない
学校がほとんどで、コー
ナーが設けにくいため。

14 29

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課
利用しやすい施設環境を整えま
す。

すぐ読めるように利用しやすい読書
コーナーを設置、整備します。

３５校中３３校がすぐ読めるように利用
しやすい読書コーナーを設置、整備を
しました。

箇所数 35 33 Ｂ 33 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

読書に関する相談窓口の充実を図
ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校教育課
読書に関する相談の充実を図り
ます。

読書についてのアドバイザー担当を設
けます。

３５校中２４校が読書についてのアドバ
イザー担当を設けました。

箇所数 35 24 Ｂ 24 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

自主的に読書活動を行うことができ
るよう、読書に対する興味を引き出
すよう努めます。

読書の機会や場所
の整備充実

学校教育課
興味を持たせる読書活動を実施
します。

読書の時間を確保し、読み聞かせや
紙芝居を行います。

３５校中３２校が読書の時間を確保し、
読み聞かせや紙芝居を行いました。

箇所数 35 32 Ａ 32 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

読書活動推進
に関する情報
交換会や研修
への参加・開
催

子どもが行き
たい学校図書
館づくり

障がいのある
子どもへの対
応

外国籍のこど
もへの対応

【評価基準】
A．計画通り実行できた
B．ほぼ計画通り実行できた
C．あまり計画通り実行できなかった
D．計画通り実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　8P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

家庭における
読書活動の啓
発

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、子どもの読
書活動について啓発します。

情報提供と広報啓発
の拡充

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

学校だよりや学級通信等で、児童・生
徒の読書活動の様子等を知らせます。

３５校中３２校が学校だよりや学級通
信等で、児童・生徒の読書活動の様子
等を知らせることができました。

箇所数 35 32 Ｂ 32 35
24年度4月　統合
により35小中学
校に

家庭や地域にある図書資料の有効
活用をはかり、本を大切にする心を
育みます。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

学校教育課
家庭にある図書資料の有効活
用を図ります。

家庭にある本（読み終えた）の寄贈を
呼びかけ、学級文庫等に活用します。

３５校中２４校が家庭にある本（読み終
えた）の寄贈を呼びかけ、学級文庫等
に活用しました。

箇所数 29 24 Ｂ 24 29 　

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、児童・生徒が
読書に興味を持つような取り組みを
学校において展開します。

情報提供と広報啓発
の拡充

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動
を推進します。

地域や保護者による読み聞かせや
ブックトーク等の取り組みを行います。

３５校中２１校が地域ボランティアや保
護者による読み聞かせ・ブックトーク等
の取組を行いました。

箇所数 32 21 Ｂ 21 32 　

地域との連携

【評価基準】
A．計画通り実行できた
B．ほぼ計画通り実行できた
C．あまり計画通り実行できなかった
D．計画通り実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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活動単位：４．上野図書館・公民館図書室

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
多様な資料の収集と保存を行
い、児童コーナーの充実を図り
ます。

児童図書の購入を行います。

ナイトライブラリーの実施に合わせて
大型絵本や大型紙芝居を購入しまし
た。２月末の児童書の購入冊数は１，
５５７冊です。

冊数 1,800 1,557 B [ 8,397 ] [ 8,640 ]
2月末現在の累
計

いがまち公
民館図書室

児童図書の充実を行います。
児童図書の購入を行ないます。また、
絵本や児童図書コーナーの整備を行
います。

児童図書１００冊を購入しました。ま
た、児童専用の図書室を開設しまし
た。

冊数 52 100 A [ 355 ]  [ 255 ]
当初累計300を
255に変更

島ヶ原公民
館図書室

児童図書の充実を行います。
絵本や児童図書コーナーの整備を行
います。

上野図書館より協力を受け、また、住
民からの寄贈により充実に努めまし
た。

冊数 5 95 Ａ [ 15 ] [ 20 ]
当初累計200を
20に変更

阿山公民館
図書室

児童図書の充実を行います。 児童図書の購入を行います。
児童図書の購入を行いました。
（現８８冊＋１２冊）

冊数 100 100 Ａ [ 476 ] [ 500 ]
当初累計500に
変更

大山田公民
館図書室

児童図書の充実を行います。 児童図書（絵本）の購入を行います。
児童図書の購入を１７１冊行いました。
地域住民に寄贈を募り７０冊いただき
ました。（２月末現在）

冊数 200 241 Ａ [ 1,810 ] [ 1,769 ]

季節や時期に応じたコーナーを設置し
ます。

季節や時期に応じたコーナーを設置し
ました。

回数 9 9 A [ 45 ] [ 36 ]

図書室での公開講座を開催します。
図書室で、おはなし会や自然について
の講座を開催しました。

回数 7 7 A [ 39 ] [ 32 ]

上野図書館

上野図書館と各公民館図書室
とのネットワーク構築及び利用
しやすい図書システムの構築を
行います。

上野図書館と各公民館図書室との図
書館情報システムによるネットワーク
化の構築を推進します。

平成２５年度の図書館情報システム更
新時に全公民館図書室と接続させる
ため、未接続の２つの図書室の蔵書
のデータ化をしました。

達成率 ― ― ― 60 60

いがまち公
民館図書室

上野図書館と各公民館図書室
とのネットワーク構築を目指しま
す。

２５年度の図書情報システムの構築に
向け本の整理を行い、図書のマーク化
（データ化）を完了させます。

平成２５年度の図書情報システムの構
築に向け本の整理を行い、図書の
マーク化（データ化）を完了させまし
た。

達成率 100 100 A 100 100

島ヶ原公民
館図書室

上野図書館と各公民館図書室
とのネットワーク構築を行いま
す。

２５年度の図書情報システムの構築に
向け本の整理を行い、図書のマーク化
（データ化）を完了させます。

図書のマーク化（データー化）を完了さ
せました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

阿山公民館
図書室

上野図書館や各公民館図書室
とのネットワークによる図書シス
テムの構築を行います。

上野図書館や各公民館図書室との図
書館情報システムのネットワークによ
る図書の検索を行います。

上野図書館や各公民館図書室との図
書館情報システムのネットワークによ
る図書の検索を行いました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

大山田公民
館図書室

伊賀市図書館情報システムの
活用を行います。

インターネット蔵書検索等の情報を市
民に発信し、上野図書館・公民館図書
室における図書配送システムを実施し
ます。

伊賀市図書館情報システムの構築は
実施済みです。

達成率 100 100 Ａ 100 100

読書の機会や場所
の整備・充実

児童コーナーの整備・充実をはか
るとともに、大人の読書機会の拡大
をはかるため、多様な資料の収集
と保存に努めます。

特集やコーナーを開設します。
青山公民館
図書室

上野図書館と各公民館図書室を
ネットワークで結び、家庭からイン
ターネットによる検索を可能にする
など、市民にとって利用しやすい図
書システムの構築を図ります。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

資料とサービ
スの充実

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

伊賀市図書館情報システムの
構築を行います。

未構築館との連携を図ります。
既に接続している館との連携を深め未
構築館との接続時に備えました。

達成率 100 100 A 100 100

伊賀市図書館情報システムの
活用を行います。

図書だより「ぶっくらんど」でシステムを
活用した配送サービスの充実や蔵書
検索などの利用促進に努めます。

配送サービスを充実させるため「ぶっく
らんど」や窓口での啓発を行い、シス
テムの利用に努めました。

回数 12 12 A [ 75 ] [ 63 ]

上野図書館
他の公立図書館との連携強化
や相互貸借等の推進を行いま
す。

他の公立図書館と連携を図り、相互貸
借等を推進します。

利用者の要望に対応するため、２月末
現在　県内外の公立図書館から４８８
冊の借受と４１３冊の貸出を行いまし
た。

達成率 100 100 A 100 100

いがまち公
民館図書室

県立図書館との連携を行いま
す。

県立図書館の図書配送サービス（ｅ
ブッキング制度）の情報提供を行いま
す。

県立図書館の図書配送サービス（ｅ
ブッキング制度）の情報提供を行い
サービスを実施し７０冊を借受ました。

達成率 100 100 A 100 100
24年度7月から
県立図書館と連
携したため追加

島ヶ原公民
館図書室

県立図書館との連携を行ないま
す。

県立図書館の図書配送サービス（ｅ
ブッキング制度）の情報提供を行いま
す。

県立図書館の配送サ一ビス(eブッキン
グ制度）の情報提供をしました。

達成率 100 100 A 100 100

阿山公民館
図書室

県立図書館との連携を行ないま
す。

県立図書館の図書配送サービス（ｅ
ブッキング制度）の情報提供を行いま
す。

県立図書館の配送サ一ビス(eブッキン
グ制度）の情報提供をしました。

達成率 100 100 A 100 100

大山田公民
館図書室

伊賀市図書館情報システムに
よる連携及び県立図書館との
連携を行います。

県立図書館の図書配送サービス（ｅ
ブッキング制度）の情報提供を行いま
す。

県立図書館の図書配送サービス（ｅ
ブッキング制度）の情報提供を行いま
した。

達成率 100 100 Ａ 100 100

伊賀市図書館情報システムの
構築を行います。

実施済み 実施済み 達成率 100 100 A 100 100

県立図書館との連携を行いま
す。

図書だより「ぶっくらんど」のeブッキン
グ制度を周知し、県立図書館の利用
支援を行います。

県立図書館との協力館としてｅブッキ
ングの受け取りを行うなど利用支援を
行いました。

回数 12 12 A [ 75 ] [ 63 ]

上野図書館
本の相談窓口の充実を図りま
す。

カウンターでの相談窓口の明示を行い
ます。

相談についての明示箇所数を増やし
ました。また、相談内容をファイル化し
て、レファレンスを充実させました。

箇所数 2 2 B 2 2

いがまち公
民館図書室

本の相談窓口の充実を図りま
す。

図書室内に相談窓口の明示を行いま
す。

図書室内に相談窓口の明示を行いま
した。

箇所数 1 1 A 1 1

島ヶ原公民
館図書室

相談窓口の充実を図ります。
図書室内に相談窓口の明示を行いま
す。

図書室内に相談窓口の明示を行いま
した。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

阿山公民館
図書室

相談窓口の充実を図ります。
図書室内に相談窓口の明示を行いま
す。

図書室入り口カウンターにおいて、相
談窓口の明示を行いました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

大山田公民
館図書室

相談窓口の充実を図ります。
図書室内へ相談窓口の明示を行いま
す。

図書室内へ相談窓口の明示を行いま
した。

箇所数 2 2 Ａ 2 2

青山公民館
図書室

相談窓口の充実を図ります。
相談窓口の明示を行います。また、地
域の歴史等に関する問い合わせに対
応します。

窓口サインの掲示を行いました。地域
の歴史に対する問い合わせに対応し、
資料等の提供に努めました。

箇所数 3 3 A 3 3

他の公立図書館との連携を強化
し、相互貸借等の推進を図ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

読みたい本探しの相談窓口の充実
を図ります。

青山公民館
図書室

青山公民館
図書室

上野図書館と各公民館図書室を
ネットワークで結び、家庭からイン
ターネットによる検索を可能にする
など、市民にとって利用しやすい図
書システムの構築を図ります。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

資料とサービ
スの充実

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
リクエストや予約制度の普及を
行います。

リクエスト票・予約票の設置場所の明
示を行います。

利用者要望の把握とサービス充実の
ためリクエストや予約票をカウンターで
案内しました。２月末のリクエストと予
約の件数は５,５２２件でした。

達成率 100 100 B 100 100

いがまち公
民館図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

図書室に明示するとともに、「図書室
だより」に掲載したり、ブックン、絵本の
時間など機会を通じて周知・普及に努
めます。

周知・普及に努めることにより、リクエ
スト４６冊の購入と予約を４３冊受けま
した。

冊数 20 89 A [ 173 ] [ 84 ]
当初累計60を84
に変更

島ヶ原公民
館図書室

予約制度を実施します。
予約制度を実施して、利便性を図りま
す。

予約制度の周知について啓発を行い
ましたが、実績はありませんでした。

冊数 5 0 B [ 22 ] [ 27 ]
当初累計15を27
に変更

阿山公民館
図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

図書の購入リクエストと自館貸出予約
と他館からの配送貸出予約の受付を
します。

図書の購入リクエスト（２０）と自館貸
出予約（８５）と他館からの配送貸出予
約（１３１）の受付を行いました。

件数 200 236 Ａ [ 679 ] [ 643 ]

当初累計450を
643に変更（配送
サービスの貸
出）

大山田公民
館図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

図書室内へのリクエスト票・予約票
設置場所の明示を行い制度の普及を
図ります。

図書室内へのリクエスト票・予約票を2
箇所に設置し制度の普及を図りまし
た。
予約件数３９２件、リクエスト１３０件(２
月末現在）

件数 300 522 Ａ [ 2,547 ] [ 2,325 ]

図書購入のリクエストや予約・配送
サービスのカードを置きニーズに応え
ます。

リクエスト（１１０件）や予約（１２６件）
のサービスに応えました。

冊数 150 226 A [ 1,073 ] [ 847 ]

図書だより「ぶっくらんど」やお知らせ
放送で周知します。

予約配送サービスの充実のために
「ぶっくらんど」や窓口で周知をしまし
た。

回数 12 12 A [ 75 ] [ 63 ]

上野図書館
利用者へ利便性の高いサービ
スの提供を行います。

館内の案内図や案内チラシを設置し
ます。また、館内蔵書検索パソコンの
設置で利用しやすい環境を整えます。
調べものはできる限り利用者の要求に
応えます。

館内の案内などはわかりやすさに努
めました。また、気軽に尋ねてもらうよ
う張り紙もしました。今後はインター
ネット予約など利便性の高いサービス
を行う予定です。

達成率 100 100 B 100 100

いがまち公
民館図書室

利用しやすいよう、表示の充実
を図ります。

図書の配架を表示し、来館者が利用し
易い環境を整えます。

図書の配架を表示すると共に、一般図
書室と児童用図書室に分け、２箇所を
わかり易く表示しました。

箇所数 2 2 A [ 15 ] [ 13 ]
当初累計15を13
に変更

島ヶ原公民
館図書室

図書室内の表示の充実を図り
ます。

図書の配架を表示し、利用しやすい環
境を整えます。

図書の配架を表示し、利用しやすい環
境を整えました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

阿山公民館
図書室

図書分類のサイン掲示の充実
を図ります。

図書の配架を表示し、来館者が利用し
易い環境を整えます。

図書の配架を表示し、来館者が利用し
易い環境を整えました。

進捗率 100 100 Ａ 100 100

大山田公民
館図書室

書架の配置と図書の分類のサ
イン掲示を行います。

図書の配架を表示し、来館者が利用し
易い環境を整えます。

図書の配架を表示し、来館者が利用し
易い環境を整えました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

青山公民館
図書室

図書室内の表示の充実を図り
ます。

図書の配架を表示し、利用しやすい環
境を整えます。

図書の配架図の設置や各コーナーを
表示し、利用しやすい環境を整えまし
た。

達成率 100 100 A 100 100

移動図書車の効率的な利用を図り
ます。

読書の機会や場所
の整備・充実

いがまち公
民館図書室

いがま公民館図書室独自の移
動図書車(ブックン)で管内を巡
回します。

地区集議所、保育園等へ毎月３日間
定期的に巡回し、利用者の拡大に努
めていきます。

地区集議所、保育園等へ毎月３日間
定期的に巡回し、利用者の拡大に努
め１，３６５冊貸し出しました。

日数 36 36 A [ 209 ] [ 173 ]
当初累計209を
173に変更

読書の機会や場所
の整備・充実

リクエストや予約制度の普及を図り
ます。

上野図書館・公民館図
書室・学校図書館の連
携と図書資料の充実

施設の利用者にとって利便性の高
いサービスを図ります。

青山公民館
図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

資料とサービ
スの充実

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
研修会や情報交換会等へ参加
をします。

三重県図書館協会研修会や、図書館
（室）担当者会議等へ参加をします。

専門知識の向上のため研修会などへ
参加しました。

回数 10 11 B [ 39 ] [ 38 ]

いがまち公
民館図書室

図書館（室）担当者会議等へ参
加をします。

図書館（室）担当者会議や研修会・情
報交換会へ参加をします。

図書館（室）担当者会議や研修会・情
報交換会へ５回の参加をしました。

回数 4 5 A [ 28 ] [ 23 ]
当初累計18を23
に変更

島ヶ原公民
館図書室

図書館（室）担当者会議等へ参
加をします。

図書館（室）担当者会議等に出席をし
ます。

図書館（室）担当者会議等へ３回の出
席をしました。

回数 3 3 A [ 22 ] [ 22 ]
当初累計18を22
に変更

阿山公民館
図書室

情報交換会・研修会へ参加をし
ます。

図書館（室）担当者会議へ出席のほ
か、読書に関する研修会等へ参加をし
ます。

図書館（室）担当者会議
(7/17.10/11.11/30..3/22)へ出席しまし
たほか、読書に関する研修会等
(7/29.1/16)へ参加しました。

回数 4 6 A [ 21 ] [ 17 ]
当初累計17に変
更

大山田公民
館図書室

情報交換会・研修会へ参加をし
ます。

図書館（室）担当者会議や研修会へ出
席をします。

図書館（室）担当者会議や研修会へ出
席をしました。
担当者会議４回、研修会１回出席

回数 3 5 Ａ [ 36 ] [ 34 ]

上野図書館
読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

読み聞かせボランティアを養成する講
座を開催します。

読み聞かせボランティア（初心者向け）
講座を実施し、新たな読み聞かせグ
ループを立ち上げました。

達成率 100 100 A 100 100

いがまち公
民館図書室

読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修会等
を行います。

読み聞かせボランティア等の研修会を
２回行いました。

回数 2 2 Ａ [ 46 ] [ 44 ]
当初累計60を44
に変更

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせボランティアの育成
を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修情報
の提供を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修情報
の提供を行いました。

回数 1 1 A 1 1

阿山公民館
図書室

読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修会等
を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修会等
を行いました。いがまち公民館と合同
（7/29.1/16）

回数 1 2 A [ 3 ] [ 2 ]

大山田公民
館図書室

読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修会開
催の後援等を行います。

読み聞かせボランティア等へ研修会開
催の後援等を行いました。

回数 2 2 Ａ [ 16 ] [ 16 ]

青山公民館
図書室

読み聞かせボランティアの育成
を行います。

読み聞かせボランティア等の実践の場
の提供や研修会情報の提供を行いま
す。

読み聞かせボランティアによるおはな
し会を開催し、実践と研修の場を提供
し、研修会の案内を行いました。（おは
なし会 ６回、研修会 ５回、交流会 ３
回）

回数 4 14 A [ 38 ] [ 24 ]

子どもの読書に携わ
る人材の育成

図書館（室）担当者会議や県等が実施
する研修会に参加します。

回数 9 [ 47 ]
図書館（室）担当者会議や研修
会・情報交換会へ参加をしま
す。

研修会や情報交換会、交流会に参加
しました。（担当者会議 ３回、研修会
２回、交換会及び交流会 ３回）

8 A
青山公民館
図書室

[ 39 ]

保護者や図書業務に携わる職員、
教諭、保育士、読み聞かせボラン
ティア等を対象にした読み聞かせ
等の研修を開催します。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

読書活動推進に関する研修会や情
報交換会等に積極的に参加しま
す。

図書業務に携
わる人材の育
成

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
学校団体等への貸出しを推進し
ます。

校園長会等での啓発と学校訪問を行
い制度の周知を計り利用を拡充しま
す。

校園長会議で団体登録制度の周知を
行うとともに各学校訪問をして制度の
チラシや登録申請書を配布しました。

学校数 10 12 B 12 10
団体貸出利用者
登録学校数

学校図書館との連携を行いま
す。

学校図書館の読書活動に関する情報
交換及び読み聞かせ会を行います。

学校図書館の読書活動に関する情報
交換及び読み聞かせ会を行いました。
大山田小学校での読み聞かせ「朝の
読書推進活動」３６回・「きらきらたい
む」１０回

回数 36 46 Ａ [ 208 ] [ 198 ]

学校団体等への貸出を推進し
ます。

関係団体への情報提供と貸付を推進
します。

学校や団体に本や紙芝居などの貸出
を行いました。
紙芝居・備品３３回
本の貸出　４９回　１１３冊

回数 12 82 Ａ [ 222 ] [ 88 ]

学校での読み聞かせ会を実施
します。

小学校図書室で定期的に読み聞かせ
を行います。

小学校図書室で定期的に読み聞かせ
を行いました。

回数 18 20 A [ 108 ] [ 88 ]

学校団体等への貸出の推進を
行います。

関係団体への情報提供と貸出しの推
進を行います。

子育て支援センターや学校への「ぶっ
くらんど」配布による情報提供や子育
てサークルなどに研修会の案内や本
の貸し出しを行いました。

団体数 2 2 A [ 14 ] [ 12 ]

上野図書館
読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

読み聞かせや読書活動に関する研修
や講演会の開催・後援・共催をしま
す。

読み聞かせボランティアを対象とした
研修会（ボランティア自身が実演し講
評を交えた研修）を実施しました。人形
劇や読み聞かせ会の後援も行い活動
団体へ協力しました。

達成率 100 100 A 100 100

ボランティア団体
からの後援依頼
に対して対応し
えた達成率

いがまち公
民館図書室

朗読勉強会の発表会や読み書
かせボランティアの研修会を開
催します。

読み聞かせや読書活動に関する研修
や講演会の開催・後援・共催をしま
す。

読み聞かせボランティア等の研修会を
２回行いました。

回数 2 2 A [ 8 ] [ 6 ]

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

詠み聞かせや読書活動等に関する研
修や講演会の開催・後援・共催をしま
す。

読み聞かせや読書活動等に関する研
修や講演会の開催・後援・共催をしま
した。

回数 1 1 A [ 5 ] [ 6 ]
当初累計4を6に
変更

阿山公民館
図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

詠み聞かせや読書活動等に関する研
修や講演会の開催・後援・共催をしま
す。

読み聞かせや読書活動等に関する研
修や講演会の開催・後援・共催をしま
した。いがまち公民館と合同
（7/29.1/16）

回数 1 2 Ａ [ 3 ] [ 2 ]

大山田公民
館図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

読み聞かせや読書活動に関する研修
や講演会の開催・後援・共催をしま
す。

読み聞かせボランティア「きらきら」の
後援をおこないました。
夏休み「おはなしくらぶ」３回

回数 2 4 Ａ [ 16 ] [ 14 ]

青山公民館
図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

読み聞かせの場の提供や読書活動等
に関する研修を開催・後援を行いま
す。

「おはなし会」を開催し、読み聞かせの
場の提供を行い、研修･実践の場の提
供しました。

回数 4 6 A [ 6 ] [ 24 ]

学校図書館と
の連携

学校団体等への貸出しや読書活動
に関する情報交換を積極的に行い
ます。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

読書活動推進
のための行事
の充実

大山田公民
館図書室

青山公民館
図書室

読み聞かせや読書活動に関する研
修や講演会を開催します。

情報提供と広報啓発
の拡充

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　14P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を周知し、読書活動の啓発
をします。

読書感想文コンクールを実施し読書活
動の啓発をします。

読書感想文コンクールのポスターを作
り図書館・図書室などへ貼りました。学
校訪問して全児童生徒にチラシを配布
し応募を依頼しました。

応募数 260 353 A 353 260

いがまち公
民館図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を周知し、読書活動の啓発
をします。

「子ども読書の日」「秋の読書週間」に
公民館ロビーや図書室にポスター、チ
ラシを掲示するとともに、「図書室だよ
り」でも周知して、市民に読書活動の
推進・啓発を行っていきます。

「子ども読書の日」「秋の読書週間」に
公民館ロビーや図書室にポスター、チ
ラシを掲示するとともに、「図書室だよ
り」でも周知して、市民に読書活動の
推進・啓発を行いました。

回数 2 2 A [ 12 ] [ 10 ]
当初累計12を10
に変更

島ヶ原公民
館図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

ポスター等の掲示を行います。 ポスター等の掲示を行いました。 回数 2 2 A [ 10 ] [ 10 ]
当初累計8を10
に変更

阿山公民館
図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

「子ども読書の日」「秋の読書週間」周
知のためのチラシを作成し、該当する
時期に合わせて、図書室に掲示しま
す。

「子ども読書の日」「秋の読書週間」周
知のためのチラシを作成し、該当する
時期に合わせて、図書室に掲示しまし
た。

回数 2 2 Ａ [ 10 ] [ 10 ]

大山田公民
館図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

図書室内でコーナー展開し、サインの
掲示を行い、します。

図書室内でコーナー展開し、サインの
掲示を行い、「子ども読書の日」「秋の
読書週間」を市民へ周知しました。

回数 2 2 Ａ [ 7 ] [ 7 ]

青山公民館
図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

広報やお知らせ放送による周知を行
います。
「お勧めの本のコーナー」を設置しま
す。

広報や「ぶっくらんど」、放送により周
知を行いました。また、「お勧めの本の
コーナー」を設置し、親しみやすい環境
を整えました。

回数 10 12 A [ 47 ] [ 35 ]

上野図書館
社会見学等の受け入れをしま
す。

小学生の社会見学、中学生、高校生
の職場体験等の受け入れをします。

保育所１園、小学校４校の社会見学と
中学校など６校の職場体験を受け入
れました。

達成率 100 90 B 90 100

利用学校からの
申込みに対して
対応しえた達成
率

いがまち公
民館図書室

社会見学等の受け入れをしま
す。

小学生等の社会見学や中学生の職場
体験の受け入れをします。

小学生等の社会見学や中学生の職場
体験の受け入れ態勢をとりましたが申
し込みありませんでした。

回数 1 0 Ｃ

図書室だより等による
保育園、学校への普
及啓発が足りませんで
した。

[ 2 ] [ 2 ]
当初累計3を2に
変更

阿山公民館
図書室

児童の図書室見学（生徒の体
験学習）受入れをします。

小学生の社会見学と中学生職場体験
の受け入れをします。

9/25～9/27まで阿山中学校２年生の
職場体験の受け入れをしました。

回数 2 1 Ｂ [ 6 ] [ 7 ]
当初累計8を7に
変更

大山田公民
館図書室

図書室の仕事を体験し、図書室
を身近に感じる子どもを増やし
ます。

小学生の社会見学と職場体験の受け
入れをします。

図書室の仕事を体験し、図書室を身
近に感じるために、小学生の職場体験
の受け入れを行いました。
５年生２名２日間（9/7・9/14)

回数 2 2 Ａ [ 12 ] [ 12 ]

青山公民館
図書室

図書室の仕事を体験し、図書室
を身近に感じる子どもを増やし
ます。

小学校の地域学習と中学生職場体験
の受入をします。

小学校地域学習の受入 6/22  ２０名、
中学校職場体験受入 10/2～4 　５
名、高校生インターンシップ受入 1/29
～31　４名

回数 2 3 A [ 13 ] [ 10 ]

読書活動推進
のための行事
の充実

「子ども読書の日」「秋の読書週間」
を周知させ、読書活動の啓発を行
います。

情報提供と広報啓発
の拡充

図書館に親しんでもらうため、小学
生の社会見学の受け入れ等を通
じ、図書館に対する子どもたちの理
解を深めます。

情報提供と広報啓発
の拡充

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　15P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

自由に本に親しめるよう、外国語図
書の充実をはかります。

読書の機会や場所
の整備・充実

上野図書館 外国語図書を充実します。 外国語図書を購入します。

外国語書籍の寄贈をお願いする記事
を外国語版情報紙「IGA」に掲載しまし
た。　また、県立図書館のｅブッキング
制度の活用を促しました。

冊数 300 8 D

外国語の書籍は高額
なうえ利用が少ないこ
ととニーズの把握が困
難なためです。

8 300

上野図書館
外国籍の子どもが利用しやすい
施設環境の整備を行います。

外国語表記の利用のしおりを作成しま
す。

地域活動支援事業を活用して外国籍
の子どもが利用しやすくなるよう取り組
んでいます。しおりの改訂版の作成を
準備中です。

対象
外国語数

4 4 B 4 4

阿山公民館
図書室

外国語による図書の検索をしま
す。

図書室の端末機から英語による図書
検索の提供をします。

図書室の端末機から英語による図書
検索の提供をしました。

箇所数 2 2 Ａ 2 2

大山田公民
館図書室

外国語による図書の検索をしま
す。

図書室の端末機から英語による図書
検索の提供をします。

図書室の端末機から英語による図書
検索の提供をしました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

青山公民館
図書室

外国語のサイン掲示をします。
図書室の端末機から英語による図書
検索の提供をします。

図書室の端末機から英語による図書
検索の提供をしました。

箇所数 1 1 A 1 1

上野図書館
窓口における障がいのある人へ
の対応を行います。

窓口における障がいのある人への対
応(毎日対応)を行います。

障がいのある人が来館されたら気配り
し、エレベータの案内など人的対応が
いつでもできるようしています。
障がいのある子どもも楽しめる布の絵
本の展示と小物づくりを実施しました。

達成率 100 100 B 100 100
指標を箇所数か
ら達成率に変更

いがまち公
民館図書室

障がいのある人への対応を行
います。

車椅子での利用がスムーズにできるよ
うサポートを行います。

仮設のスロープや車椅子を設置し、利
用者がスムーズにできるようサポート
しました。

達成率 100 100 A 100 100

島ヶ原公民
館図書室

障がいのある人への対応を行
います。

車椅子での利用がスムーズにできるよ
うサポートを行います。

誰もが利用しやすい環境づくりに努め
ました。

達成率 100 100 A 100 100

阿山公民館
図書室

障がいのある子どもに対する環
境整備を行います。

障がいのある子どもの来館に際し、車
椅子専用駐車場の利用のほか、障が
い福祉課との連携を図るなど、読書の
ための環境を整えます。

障がいのある子どもの来館に際し、車
椅子専用駐車場の利用のほか、障が
い福祉課との連携を図るなど、読書の
ための環境を整えました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

大山田公民
館図書室

利用しやすい環境整備を行いま
す。

車椅子での利用がスムーズにできるよ
うサポート体制を整えます。

車椅子での利用がスムーズにできるよ
う常に図書室の入り口を開放し、ブック
カートを設置しました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

青山公民館
図書室

誰もが心地よく利用できる環境
をつくります。

車椅子での利用をスムーズにするとと
もに障害に応じたサポートを行いま
す。

車椅子での導線を確保し、障がいに応
じたサポートをしました。

達成率 100 100 A 100 100

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

読書の機会や場所
の整備・充実

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

障がいのある
子どもへの対
応

障がいのある
子どもへの対
応

外国籍のこど
もへの対応

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　16P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
読書に関する相談窓口の充実
を図ります。

カウンターでの相談窓口の明示を行い
ます。

相談窓口の明示を行いました。筆談
ボードを設置しました。

箇所数 2 2 A 2 2

いがまち公
民館図書室

読書に関する相談窓口を充実
を図ります。

図書室内に窓口相談の明示を行いま
す。

図書室内に窓口相談の明示を行いま
した。

箇所数 1 1 A 1 1
当初累計2を1に
変更

島ヶ原公民
館図書室

読書についての相談
窓口の充実を図ります。

相談しやすい環境づくりに努めます。
相談しやすい環境づくりに努めまし
た。

箇所数 1 1 A 1 1

阿山公民館
図書室

障がいのある子どもに対する相
談窓口の充実を図ります。

障がいのある子どもの読書相談に対
し、上野点字図書館の資料を提供する
など、読書機会の拡大を図ります。

障がいのある子どもの読書相談に対
し、上野点字図書館の資料を提供する
など、読書機会の拡大を図りました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

大山田公民
館図書室

相談窓口のサイン掲示を行いま
す。

図書室内に相談窓口の明示を行いま
す。

図書室内に相談窓口の明示を行いま
した。

箇所数 2 2 Ａ 2 2

青山公民館
図書室

気軽に相談できる環境づくりを
行います。

相談窓口のサイン提示を継続していま
す。

気軽に相談できる窓口対応に心がけ
ました。窓口のサイン掲示を継続して
行っています。

箇所数 4 4 A 4 4

上野図書館
点字図書館の照会と情報提供
を行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行います。

点字図書館についての問い合わせが
ありませんでした。点字図書館の案内
パンフレットを設置しました。

達成率 100 100 A 100 100

いがまち公
民館図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行いました。

達成率 100 100 A 100 100

阿山公民館
図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行いました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

大山田公民
館図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行います。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供に努めました。

達成率 100 100 Ａ 100 100

島ヶ原公民
館図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

上野点字図書館の情報提供を行いま
す。

上野点字図書館の情報提供を行いま
した。

達成率 100 100 A 100 100

青山公民館
図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

上野点字図書館の情報提供を行いま
す。

上野点字図書館の利用方法など情報
提供を行いました。

達成率 100 100 A 100 100

読書に関する相談窓口の充実を図
ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

点字図書館との情報交換に努めま
す。

障がいのある
子どもへの対
応

読書の機会や場所
の整備・充実

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

上野図書館
施設整備時にはユニバーサル
デザインを採用します。

施設整備時にはユニバーサルデザイ
ンの対応をします。

施設整備に取り組みましたが実施でき
なくなりました。

― ― ― D

増築を計画していたが、耐震補強
が不可能となり、ユニバーサルデ
ザインの対応もできなくなりまし
た。

― ―

阿山公民館
図書室

図書室利用者に対するバリアフ
リーを行います。

駐車場に車椅子用駐車スペースを設
置し、図書室も車椅子の使用ができま
す。

駐車場に車椅子用駐車スペース（４
台）を設置し、図書室も車椅子（常備１
台）の使用ができます。

達成率 100 100 Ａ 100 100

大山田公民
館図書室

バリアフリー対策を行います。
車椅子で利用できる環境をつくりま
す。

常に入り口を開放し、車椅子が通りや
すいように書架間の間取りを確保しま
した。

達成率 100 100 Ａ 100 100

青山公民館
図書室

バリアフリー対策を行います。 車椅子で利用できる環境を作ります。
車椅子での利用しやすい環境を作りま
す。

達成率 100 100 A 100 100

上野図書館 図書館利用の啓発を行います。
「図書館だより」やケーブルテレビを活
用して図書館利用の啓発を行います。

広報いが市やケーブルテレビの文字
放送などを活用し、新刊図書の案内や
行事等を周知しました。ホームページ
を充実させ積極的な情報発信で図書
館利用の啓発を行いました。

回数 60 56 B [ 135 ] [ 139 ]

いがまち公
民館図書室

図書館利用の啓発を行います。

広報いが市の「図書館だより」や公民
館発行の「図書室だより」に情報の提
供をするとともに、防災行政無線での
利用を実施していきます。

広報いが市の「図書館だより」や公民
館発行の「図書室だより」に情報の提
供をするとともに、防災行政無線での
利用啓発を毎月実施しました。

回数 12 12 A [ 68 ] [ 56 ]
当初累計66を56
に変更

島ヶ原公民
館図書室

図書館利用の啓発を行います。
学校などを通じて子ども保護者への周
知や防災行政無線での啓発を行いま
す。

学校などを通じて子ども保護者への周
知や防災行政無線での啓発を行いま
した。

回数 18 18 A [ 26 ] [ 18 ]
当初累計8を18
に変更

阿山公民館
図書室

家庭における子どもの読書機会
の拡大を図ります。

子どもの読書機会の拡大を目指し、家
庭で実践するためのチラシを作成し、
図書室に掲示をします。

子どもの読書機会の拡大を目指し、家
庭で実践するためのチラシを作成し、
（４月、10月）図書室に掲示をしまし
た。

回数 2 2 Ａ [ 10 ] [ 10 ]

大山田公民
館図書室

図書室利用の啓発を行います。
図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」
や防災行政無線を利用した広報を実
施します。

図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」や防
災行政無線を利用して図書室利用の啓
発を行いました。
ひだまりらいぶらりい　年６回発行
おはなしたいむ日記　年１２回発行
おはなしたいむ行政放送　１２回実施

回数 30 30 Ａ [ 99 ] [ 99 ]

青山公民館
図書室

絵本の読み聞かせ会等の情報
提供をします。

図書だより「ぶっくらんど」や防災行政
無線を利用した広報を実施します。

図書だより「ぶっくらんど」の発行によ
る広報を１２回行い、広報いが市への
掲載や市のホームページ、ウィーク
リー放送を利用して１８回広報しまし
た。

回数 29 33 A [ 120 ] [ 87 ]

上野図書館
子どもにむけた図書館情報の
発信を行います。

市ホームページで図書館情報の発信
を行います。

図書館・図書室の市ホームページをリ
ニューアルし充実しました。読み聞か
せ会カレンダーや行事案内を発信しま
した。

回数 12 20 A [ 68 ] [ 60 ]

いがまち公
民館図書室

新刊図書と絵本の情報提供を
行います。

新刊図書コーナーと絵本の紹介コー
ナーを充実させるとともに、「図書室だ
より」で本の情報提供と本の利用促進
のための啓発に努めていきます。

新刊図書コーナーと絵本の紹介コー
ナーを充実させるとともに、「図書室だ
より」で本の情報提供と本の利用促進
のための啓発を毎月実施しました。

回数 12 12 A [ 60 ] [ 48 ]
当初累計36を48
に変更

既存の施設についてはバリアフ
リー化に努め、新規に施設整備を
行う場合はユニバーサルデザイン
を採用します。

子どもが気軽に図書館を訪れるこ
とができるよう、家族の協力を求め
る啓発を行います。

情報提供と広報啓発
の拡充

読書の機会や場所
の整備・充実

障がいのある
子どもへの対
応

市のホームページや広報誌、図書
館だよりなどを通じ、子どもたちに
むけた図書館情報の発信に努めま
す。

情報提供と広報啓発
の拡充

情報発信と広
報啓発の充実

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　18P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

島ヶ原公民
館図書室

絵本の読み聞かせ会等の情報
提供を行います。

広報誌お知らせと、防災行政無線を利
用した広報を実施します。

広報誌お知らせと、防災行政無線を利
用した広報を実施しました。

回数 12 12 A [ 60 ] [ 60 ]
当初累計48を60
に変更

阿山公民館
図書室

新刊図書と絵本の情報提供を
行います。

新刊図書コーナーと絵本紹介コーナー
を図書室に設置し、定期的に入れ替
え、情報提供に努めます。

新刊図書コーナーと絵本紹介コーナー
を図書室に設置し、定期的に入れ替
え、情報提供に努めました。

回数 12 12 Ａ [ 60 ] [ 60 ]

大山田公民
館図書室

新刊図書と絵本の情報提供を
行います。

図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」
や「おはなしたいむ日記」の発行や防
災行政無線を利用した広報を実施しま
した。

図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」や
「おはなしたいむ日記」の発行や防災行
政無線を利用した広報を実施しました。
ひだまりらいぶらりい　年６回発行
おはなしたいむ日記　年１２回発行
広報いが市図書館だよりの掲載　年１２
回
ミニちらしの発行　１２回
おはなしたいむ行政放送　１２回実施

回数 18 54 Ａ [ 206 ] [ 170 ]

青山公民館
図書室

絵本の読み聞かせ会等の情報
提供を行います。

図書だより「ぶっくらんど」や防災行政
無線を利用した広報を実施します。

広報いが市「図書だより」１２回の掲載
をはじめ、図書だより「ぶっくらんど」を
１４回発行、ホームページで１８回掲載
他、ウィークリー放送や防災無線での
情報提供を行いました。

回数 29 33 A [ 120 ] [ 87 ]

生涯学習課
子ども読書活動推進計画の広
報を行います。

市ホームページにおいて推進計画を
周知します。

市ホームページに子ども読書活動推
進計画を掲載しました。

回数 1 1 Ａ ［ 5 ］ ［ 5 ］

上野図書館 保護者への啓発を行います。
読み聞かせ会開催案内の掲示をしま
す。

館内に読み聞かせ会の開催案内を掲
示しました。また、生涯学習課と共同
で読み聞かせが子どもの生きる力を
はぐくむことを伝える市民講座「ことば
の喜び・絵本の力」を開催しました。

回数 33 37 A [ 170 ] [ 166 ]

いがまち公
民館図書室

親子で楽しめる児童書の紹介と
啓発を行います。

広報いが市の「図書館だより」や公民
館発行の「図書室だより」に開催案内
を掲載し周知します。また、「絵本の時
間」や子育て支援事業へ出向き、絵本
の紹介と啓発をしていきます。

図書室だより１２回、絵本の時間１０
回、子育て支援事業へ１２回の絵本の
紹介と啓発を行いました。

回数 20 32 A [ 63 ] [ 31 ]
当初累計66を31
に変更

島ヶ原公民
館図書室

保護者への啓発を行います。
読み聞かせの会開催案内の掲示をし
ます。保護者等へのお知らせと放送で
啓発します。

読み聞かせの会開催案内の掲示をし
ます。保護者等へのお知らせと放送で
啓発しました。

回数 12 12 A [ 60 ] [ 60 ]
当初累計48を60
に変更

阿山公民館
図書室

身近な読書機会の拡充を図りま
す。

図書室利用カードやＡＶ資料利用案内
を図書室に常設するほか、「読み聞か
せの会」開催の情報提供をします。

図書室利用カードやＡＶ資料利用案内
を図書室に常設するほか、「読み聞か
せの会」開催の情報提供をしました。

回数 4 4 Ａ [ 20 ] [ 20 ]

大山田公民
館図書室

市の計画のおしらせをします。 市の計画についての明示をします。
市の計画について、チラシに掲載して
啓発しました。

回数 12 12 Ａ [ 60 ] [ 60 ]
指標を箇所数か
ら回数に変更

青山公民館
図書室

市の計画のおしらせをします。
図書だより「ぶっくらんど」や防災行政
無線を利用した広報を実施します。

図書だより「ぶっくらんど」や防災行政
無線を利用した広報や図書室内への
冊子の配備により啓発に努めました。

回数 2 5 A 50 [ 5 ]

子どもの読書活動の意義や重要性
を保護者に認識してもらえるよう、
啓発に努めます。

情報提供と広報啓発
の拡充

情報発信と広
報啓発の充実

市のホームページや広報誌、図書
館だよりなどを通じ、子どもたちに
むけた図書館情報の発信に努めま
す。

情報提供と広報啓発
の拡充

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　19P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

読み聞かせ会等を実施している市
民のボランティアグループや民間
団体の活動を支援し、情報交換の
機会を設けます。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

上野図書館
市民ボランティアグループへ活
動支援を行います。

市民ボランティアグループの学習会会
場の提供を行います。

市民ボランティアグループの情報交換
会を開催しました。また、読み聞かせ
ボランティアグループの研修会を開催
しました。

達成率 100 100 A 100 100

ボランティア団体
からの後援依頼
に対して対応し
えた達成率

いがまち公
民館図書室

「読み聞かせボランテイア」「朗
読ボランティア」の活動支援を行
います。

読み聞かせボランティアに研修会の案
内を行うとともに実践の機会を提供し
ます。

読み聞かせボランティアに研修会の案
内を行うとともに実践の機会を提供し
ました。

回数 2 4 A [ 30 ] [ 26 ]
当初累計36を26
に変更

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせの会への活動支援
を行います。

定期的な打ち合わせや読み聞かせボ
ランティアグループへの入会案内の掲
示等をします。

定期的な打ち合わせや読み聞かせボ
ランティアグループへの入会案内の掲
示等をしました。

回数 12 14 A [ 26 ] [ 24 ]
当初累計12を24
に変更

阿山公民館
図書室

読み聞かせの会への活動支援
を行います。

市民ボランティアグループの強化を図
るため、読み聞かせの会への入会案
内の掲示や開催案内の情報提供をし
ます。

市民ボランティアグループの強化を図
るため、読み聞かせの会への入会案
内の掲示や開催案内の情報提供をし
ました。

回数 4 4 Ａ [ 20 ] [ 22 ]
当初累計25を22
に変更

大山田公民
館図書室

読み聞かせの会への活動支援
を行います。

定期的な打ち合わせや会議の開催に
ついて、場所の提供や情報提供を行
います。

市民のボランティアグループの定期的
な打ち合わせや会議の開催について
支援を行いました。

回数 24 24 Ａ [ 120 ] [ 120 ]

青山公民館
図書室

市民ボランティアグループの育
成や活動支援を行います。

読み聞かせボランティアに研修会の案
内を行うとともに実践の機会を提供し
ます。

ボランティアに活動の場と交流･実践
研修の場を提供しました。また、研修
会への案内をしました。（おはなし会 ６
回、交流会･研修会 ３回、研修案内 ４
回）

団体数 2 13 A [ 21 ] [ 8 ]

上野図書館 市民ボランティアと連携します。
市民ボランティアによる読み聞かせ会
の掲示案内等を行います。

市民ボランティアとの連携でナイトライ
ブラリーを実施しました。また、市民ボ
ランティアが実施する人形劇やおはな
し会の後援や案内をしました。

回数 12 12 A [ 59 ] [ 59 ]

いがまち公
民館図書室

読み聞かせボランティアとの連
携を密にし、また関係機関との
連携、協力をしていきます。

読み聞かせボランティア(お話の国アリ
ス)と連携し、読み聞かせ会(絵本の時
間)を開催します。また、子育て支援事
業の「お話の会」にも出向き、絵本の
読み聞かせや絵本の貸し出しを行い
ます。

読み聞かせ会１０回、子育て支援事業
１２回に出向き、絵本の読み聞かせや
絵本の貸し出しを行いました。

回数 12 22 A [ 79 ] [ 57 ]
当初累計67を57
に変更

島ヶ原公民
館図書室

ボランティアと連携して読み聞
かせ等を実施します。

ボランティアグループと連携して読み
聞かせ教室等を実施します。

ボランティアグループと連携して読み
聞かせ教室等を実施しました。

回数 12 12 A [ 12 ] [ 12 ]

阿山公民館
図書室

「読み聞かせの会」に使用する
場所の提供をします。

読み聞かせボランティアグループ「は
あと＆はあと」に図書室の一室を提供
し、月２回開催をします。

読み聞かせボランティアグループ「は
あと＆はあと」に図書室の一室を提供
し、月２回開催をしました。

回数 24 24 Ａ [ 118 ] [ 118 ]

大山田公民
館図書室

読み聞かせ会を実施します。
読み聞かせ会、学校への読み聞かせ
訪問等を開催します。

市民ボランティアと連携し、読み聞かせ
会「おはなしたいむ」を１２回
夏休み「おはなしくらぶ」３回
大山田小学校での読み聞かせ「朝の読
書推進活動」３６回・「きらきらたいむ」１０
回開催しました。

回数 36 61 Ａ [ 278 ] [ 253 ]

読み聞かせ会等を実施している市
民のボランティアグループや民間
団体の活動を支援し、情報交換の
機会を設けます。

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、子どもが読書
に興味を持つような取り組みを展開
します。

読書の機会や場所
の整備・充実

地域との連携

子どもの読書に携わ
る人材の育成

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画24年度実績　20P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 24年度事業予定 24年度実施内容 指標
24年度
目標値

24年度
実績値

自課評価
(A～D)

C・D評価の理由を記
載

20～24年度ま
での[累計]又

は直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

地域との連携

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、子どもが読書
に興味を持つような取り組みを展開
します。

読書の機会や場所
の整備・充実

青山公民館
図書室

ボランティアと連携しておはなし
会を実施します。

読み聞かせボランティアと協力して、
小学校や保育園、図書室などでおは
なし会をします。

ボランティアと協力して、おはなし会を
開催しました。
(さくら保育園　３回、よさみ幼稚園　２
回、学童保育　１回、小学校　２０回）

回数 33 26 A [ 219 ] [  193 ]
風邪等で学級閉
鎖のため減

上野図書館 図書資料を有効活用します。
郷土資料などの寄託・寄贈の申し込み
を受けます。また、廃棄図書は市民へ
提供します。

郷土資料などの寄贈を受けました。ま
た、廃棄雑誌を市民に提供しました。

回数 2 1 C

増築を計画していたた
め、廃棄図書整理をそ
の時点で行う予定でし
た。

[ 6 ] [ 7 ]

いがまち公
民館図書室

本を有効に活用するため、古い
本のリユースを行い、図書室で
不要になった本を市民に提供し
ます。

公民館で所有している本を整理し、廃
棄する本は有効利用のために市民に
提供していきます。

公民館で所有している本を整理し、廃
棄する本は有効利用のために市民に
随時提供しました。

回数 1 1 A [ 6 ] [ 5 ]
当初累計6を5に
変更

島ヶ原公民
館図書室

本の有効活用に努めます。
寄贈等受けて本の有効活用を行ない
ます。

寄贈等受けて本の有効活用を行ない
ました。

回数 2 2 A 2 2

大山田公民
館図書室

家庭・地域の図書資料を有効活
用します。

絵本・児童書などの寄贈してもらうた
めのサイン掲示を実施します。

ポスターの掲示やチラシ配布により地
域住民に絵本・児童書の寄贈を募りま
した。

回数 1 1 Ａ 5 5
指標を箇所数か
ら回数に変更

青山公民館
図書室

資料の有効活用に努めます。
廃棄図書の有効利用を図るため市民
に提供します。

廃棄図書の有効利用を図るため、市
民に提供しました。

回数 1 1 A [ 6 ] [ 5 ]

地域との連携
家庭や地域にある図書資料の有効
活用をはかり、本を大切にする心を
育みます。

読書の機会や場所
の整備・充実

【評価基準】
A．計画通りに実行できた
B．ほぼ計画通りに実行できた
C．あまり計画通りに実行できなかった
D．計画通りに実行できなかった

20～24年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

直近値：24年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載


