
第２期中期運営計画具体化プラン 平成２８年度アクションプラン 
 
 

 

【平成２８年度アクションプラン①】 
 

平成２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

1 

 

     担当 資料整備グループ 

３つの柱 １ 調査研究図書館～県民と「知識・情報」をつなぐ拠点～ 

基本的取組 ア 県民の「調査研究」を支える資料の充実とサービスの展開 

取組中項目 (ｱ) 市町立図書館・大学図書館との機能分担と連携を踏まえた専門的な図書・資料の充実 

取組小項目 a 機能分担と連携を踏まえた資料収集の推進 

取組の 
方向性 

●専門的な図書・資料収集の充実 
●選書体制の整備 
●山口県資料の書誌データ整備とデータ提供の充実 
●機能分担と連携を踏まえた資料収集の推進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎分野別の選書基準の策定 資料 ○検討  

◎新たに収蔵した山口県資料情報のウェブサイトでの提供 企画 ○検討  

◎市町立図書館等の専門的図書・資料収集希望の把握方策検討・

調査実施 
資料 

○把握方策

の検討 
 

評価指標 

（１－１） 

資料購入費における参考・専門図書購入費の比率（年間割合） 

目標値 Ｈ２６：６５％ → Ｈ３２：６５％ 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－％ －％ －％ －％ －％ ６５％ －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 

 



【平成２８年度アクションプラン②】 
 

平成２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

2 

 

     担当 総合サービスグループ 

３つの柱 １ 調査研究図書館～県民と「知識・情報」をつなぐ拠点～ 

基本的取組 ア 県民の「調査研究」を支える資料の充実とサービスの展開 

取組中項目 (ｲ) 調査相談（レファレンスサービス）機能の充実 

取組小項目 a 調査相談機能の向上 

取組の 
方向性 

●職員のレファレンス技能向上 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎レファレンス技能向上のための職員研修の実施 総合 →  

評価指標 

（１－２） 

レファレンス処理票新規作成件数／年 

目標値 Ｈ２６：６０８件 → Ｈ３２：７００件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 ６５０件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b レファレンス情報発信機能の充実 

取組の 
方向性 

●ウェブサイトを活用したレファレンス情報の発信 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎パスファインダーの作成とウェブサイトでの公開 総合 →  

◎ふるさと文献データベースの充実（公開データ登録・更新） 総合 →  

◎ウェブサイトによるレファレンス事例紹介 総合 →  

評価指標 

（１－３） 

パスファインダー新規作成件数／年 

目標値 Ｈ２７：１２件 → Ｈ３２：１８件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 １４件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

評価指標 

（１－４） 

ふるさと文献データベースの登録データ件数（新規、追加更新の５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～Ｈ２７：数値なし → Ｈ２８～Ｈ３２：１，０００件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 ２００件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

■今後の取組 

 



【平成２８年度アクションプラン③】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

3 

 

     担当 資料整備グループ 

３つの柱 １ 調査研究図書館～県民と「知識・情報」をつなぐ拠点～ 

基本的取組 ア 県民の「調査研究」を支える資料の充実とサービスの展開 

取組中項目 (ｳ) 電子書籍等、新たな媒体への適切な対応と収集 

取組小項目 a 電子書籍への対応検討 

取組の 
方向性 

●電子書籍サービスの導入に向けた検討 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎電子書籍等に係る情報収集･動向調査 企画 →  

取組小項目 b 電子資料の提供、活用の促進 

取組の 
方向性 

●電子資料の新規導入 
●電子資料の活用促進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎新規電子資料の検討･導入 資料 ○検討  

◎電子資料活用講座の開催 企画   

◎データベース活用促進のための普及啓発 資料 →  

◎電子資料活用のための職員研修の実施 資料 →  

評価指標 

（１－５） 

電子資料活用講座受講者数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：１５名 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 －件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 

 



【平成２８年度アクションプラン④】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

4 

 

     担当 資料整備グループ 

３つの柱 １ 調査研究図書館～県民と「知識・情報」をつなぐ拠点～ 

基本的取組 イ 地域資料収集の強化・充実と情報発信 

取組中項目 (ｱ) 「ふるさと山口文学ギャラリー」の機能強化 

取組小項目 a 山口県文学資料の収集強化 

取組の 
方向性 

●「ふるさとの文学者８０人」関連資料の計画的収集 
●収集資料を活用した資料展示、情報提供の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎「ふるさとの文学者８０人」関連資料の収集計画策定・収集 資料 
○収集計画

策定 
 

◎文学者別資料リストの作成・更新 総合   

◎新たに収蔵した資料情報のウェブサイトでの提供 企画 
○提供方法

検討 
 

◎文学ギャラリー常設展の資料更新、新たに収蔵した資料の展示 資料   

評価指標 

（１－６） 

「ふるさとの文学者８０人」関連資料の収集冊数（５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～Ｈ２７：数値なし → Ｈ２８～Ｈ３２：２，４００冊 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－冊 －冊 －冊 －冊 －冊 －冊 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b やまぐち文学回廊構想推進協議会との連携による事業実施 

取組の 
方向性 

●連携事業の実施促進 
●館外実施連携事業を活用した情報提供 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎おでかけ講座（県文化振興課主催）における出前図書館・展示

の実施、貸出リスト等の配布、県立図書館サービスの周知 
総合 →  

◎やまぐち文学回廊構想推進協議会及び参加団体との相互協力に

よる事業実施（出前展示、出前図書館、展示協力） 
総合 →  

評価指標 

（１－７） 

文学・歴史関係連携事業における関係資料リスト作成件数／年 

目標値 Ｈ２６：１５件 → Ｈ３２：２０件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 １６件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

■評価・分析 

 

 

■今後の取組 

 

 



【平成２８年度アクションプラン⑤】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

5 

 

     担当 総合サービスグループ 

３つの柱 １ 調査研究図書館～県民と「知識・情報」をつなぐ拠点～ 

基本的取組 イ 地域資料収集の強化・充実と情報発信 

取組中項目 (ｲ) 「明治維新資料室」「明治維新人物ギャラリー」等の機能強化 

取組小項目 a 関係資料の収集強化 

取組の 
方向性 

●明治維新資料の収集継続 
●収集資料を活用した資料展示、情報提供 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎関係資料の収集継続 資料 →  

◎新たに収蔵した資料情報のウェブサイトでの提供 企画 
○提供方法

検討 
 

◎収集資料を活用した資料展示の実施 総合 →  

◎ふるさと文献情報検索における維新関連項目のデータ新規登

録・更新 
総合 

○新規項目

検討 
 

取組小項目 b 関係機関との連携による事業実施 

取組の 
方向性 

●連携事業の実施促進 
●館外実施連携事業を活用した情報提供 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎関係機関との連携による出前図書館・展示の実施、関係資料リ

スト等の配布、県立図書館サービスの周知 
総合 →  

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 

 



【平成２８年度アクションプラン⑥】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

6 

 

     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 １ 調査研究図書館～県民と「知識・情報」をつなぐ拠点～ 

基本的取組 イ 地域資料収集の強化・充実と情報発信 

取組中項目 (ｳ) 所蔵資料を活用した情報発信 

取組小項目 a 地域資料の電子化による情報発信 

取組の 
方向性 

●地域資料の電子化 
●地域デジタルアーカイブの構築 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎地域資料電子化方針等の検討及び資料選定・公開 資料 
○方針等検

討 
 

◎地域デジタルアーカイブ構築方法、連携方法等の検討・構築 企画 ○構築検討  

取組小項目 b 出前図書館、展示資料一括貸出等による収集資料の活用 

取組の 
方向性 

●連携事業の実施促進 
●館外実施連携事業を活用した情報提供の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎市町立図書館への展示資料一括貸出の促進 企画 →  

◎市町の文化施設等との連携による出前図書館・展示の実施、関

係資料リスト等の配布、県立図書館サービスの周知 
総合 →  

評価指標 

（１－８） 

市町立図書館への展示資料一括貸出冊数（地域資料・明治維新資料）／年 

目標値 Ｈ２７：２２７冊 → Ｈ３２：２５０冊 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－冊 －冊 －冊 －冊 －冊 ２３２冊 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 

 



【平成２８年度アクションプラン⑦】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

7 

 

     担当 読書推進グループ 

３つの柱 (2) 読書推進図書館～読書活動の拠点～ 

基本的取組 ア 山口県子ども読書活動推進計画の推進 

取組中項目 (ｱ) 山口県子ども読書支援センターによる事業の推進 

取組小項目 a 山口県子ども読書支援センターの機能充実 

取組の 
方向性 

●子どもの読書に係る情報収集及びノウハウの蓄積と県内図書館への還元の推進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎こどもとしょしつの運営 読書 →  

◎市町立図書館、学校図書館等からの業務相談等への対応 読書 →  

取組小項目 b 子どもの読書活動推進事業の推進 

取組の 
方向性 

●子どもを対象とした読書活動推進事業の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎幼児対象のおはなし会の開催（毎月１回） 読書 →  

◎小中高生対象の行事の実施（年１回） 読書 →  

取組中項目 (ｲ) 読書活動を推進する関係部局・機関等との連携強化 

取組小項目 a 関係部局等との連携強化 

取組の 
方向性 

●関係機関等との連絡調整（訪問・相談）の強化 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎「山口県子ども読書活動推進会議」への参加による情報収集及

び発信 
読書 →  

◎市町立図書館、市町教育委員会等への訪問、協議、相談対応の

実施 
読書 →  

評価指標 

（２－１） 

子どもの読書に関する訪問相談・講師派遣件数／年 

目標値 Ｈ２６：３３件 → Ｈ３２：４０件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 ３５件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b 全県的な読書推進の機運向上 

取組の 
方向性 

●子どもの読書に係る情報提供 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎メールマガジン、ウェブサイトによる情報提供 読書 →  

◎山口県内「子どもの読書」関係ボランティア団体調査の実施（４

年毎） 
読書 ○調査実施  

■評価・分析 

 

■今後の取組 



【平成２８年度アクションプラン⑧】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

8 

 
 

 

  

     担当 読書推進グループ 

３つの柱 (2) 読書推進図書館～読書活動の拠点～ 

基本的取組 イ 読書活動推進を担う人材の育成（県民活動としての読書活動の展開推進） 

取組中項目 (ｱ) 地域の読書活動推進のための人材育成 

取組小項目 a 地域で活動する人材の育成 

取組の 
方向性 

●地域で活動する人材（図書館職員、ボランティア等）の資質向上 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎図書館職員、ボランティア等を対象とした研修の実施 読書 →  

評価指標 

（２－２） 

子どもの読書に関する研修の受講者数（地域及び学校向け研修受講者の５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～２７：数値なし → Ｈ２８～３２：２，０００人 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－人 －人 －人 －人 －人 ４００人 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組中項目 (ｲ) 学校の読書活動推進のための人材育成 

取組小項目 a 学校で活動する人材の育成 

取組の 
方向性 

●学校で活動する人材（司書教諭、学校司書、ボランティア等）の資質向上 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎学校図書館関係者を対象とした研修の実施 読書 →  

◎市町教育委員会主催の研修会への講師派遣 読書 →  

評価指標 

（２－２） 

（再掲） 

子どもの読書に関する研修の受講者数（地域及び学校向け研修受講者の５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～２７：数値なし → Ｈ２８～３２：２，０００人 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－人 －人 －人 －人 －人  ４００人 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 

 



【平成２８年度アクションプラン⑨‐１】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 
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     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (2) 読書推進図書館～読書活動の拠点～ 

基本的取組 ウ 新たな図書館サービスの構築 

取組中項目 (ｱ) 多様な利用者に対応したサービス体制の構築 

取組小項目 a 障害者や支援が必要な高齢者等に対応した資料の充実と提供 

取組の 
方向性 

●マルチメディアデイジー図書等、多様な利用者に対応した資料の収集・提供・利用促進 
●マルチメディアデイジー室の活用促進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎マルチメディアデイジー図書等の収集・提供 資料 →  

◎マルチメディアデイジー図書に係る研修への支援 企画 →  

◎音声デイジー図書の提供・利用促進 企画 →  

◎外国語資料の収集計画の策定及び計画に沿った収集・提供の推

進 
資料 ○計画策定  

評価指標 

（２－３） 

マルチメディアデイジー図書等貸出冊数（Ｈ３２年度末時点）（マルチメディアデイジー図書、音声

デイジー図書、大活字本、ＬＬブックの貸出冊数） 

目標値 Ｈ２６：２，２１５冊 → Ｈ３２：２，４８０冊 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－冊 －冊 －冊 －冊 －冊 ２，２６８冊 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b 障害者や支援が必要な高齢者へのサービスの普及と利用促進 

取組の 
方向性 

●全県的な障害者や支援が必要な高齢者へのサービスの対応促進 
●障害や高齢に配慮した周知の推進 
●障害や高齢による来館困難者への対応の検討・実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎市町立図書館の障害者や支援が必要な高齢者への対応状況調査

の実施 
企画    

◎市町立図書館職員を対象とした研修の実施 企画 →  

◎障害者や高齢者の団体との連携によるサービスの周知 企画 →  

◎ウェブアクセシビリティに配慮したウェブサイトの構築・運用 企画 ○構築  

◎来館困難者に対する郵送貸出等の検討・実施 総合    

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

取組小項目 c 広域的利用の促進、非来館型サービスの周知 

取組の 
方向性 

●館外実施連携事業の活用によるサービスの広域化 
●広域的利用者向けサービスの周知 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎館外実施の連携事業での出前図書館・展示の実施、関係資料リ

スト等の配布、県立図書館サービスの周知 
総合 →  

◎e-Net貸出サービス、協力貸出に係るチラシ配布等や学校図書館

協議会との連携による学校を通じた周知 
企画 →  

◎ウェブサイトによるレファレンス事例紹介 総合 →  

◎ウェブサイトによる連携事業に係る報告書、関係資料リストの

提供 
総合 →  

評価指標 

（２－４） 

館外貸出冊数における市町立図書館を通じた貸出冊数（e-Net貸出及び協力貸出）の割合（年

間割合） 

目標値 Ｈ２６：４．４％ → Ｈ３２：５．５％ 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－％ －％ －％ －％ －％ ４．６％ －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

評価指標 

（２－５） 

県立図書館ウェブサイトのアクセス件数／年 

目標値 Ｈ２６：８５６，５７９件 → Ｈ３２：１，３００，０００件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 860,000件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

取組小項目 d アクティブシニアへのサービス構築 

取組の 
方向性 

●アクティブシニアが活動できる場の提供 
●アクティブシニアの図書館利用促進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎アクティブシニア向け図書館活用講座の検討・開催 企画 
○検討・開

催 
 

◎アクティブシニアを講師とした講座等の開催 企画 
○検討・開

催 
 

◎アクティブシニアにより構成される団体の図書館利用の促進 企画 →  

評価指標 

（２－６） 

アクティブシニアを対象とした講座等の開催回数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：４回 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－回 －回 －回 －回 －回 １回 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

評価指標 

（２－７） 

アクティブシニアを講師とした講座等の開催回数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：２回 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－回 －回 －回 －回 －回 １回 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (2) 読書推進図書館～読書活動の拠点～ 

基本的取組 エ 県立図書館における読書環境の充実（多様な読書に対応するための環境整備） 

取組中項目 (ｱ) 読書環境の向上と読書の雰囲気・空間づくり 

取組小項目 a バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮するためのニーズ把握と対応 

取組の 
方向性 

●障害者等の利用ニーズの把握と対応の検討・実施 
●障害者等に対する館全体での受け入れ態勢の構築 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎障害者等に対する利用ニーズ調査の実施及び対応方策の検討・

実施 
企画 ○調査実施  

◎障害者等への対応のための職員研修の実施 企画 →  

評価指標 

（２－８） 

障害者等への対応のための職員研修の実施回数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：２回 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－回 －回 －回 －回 －回 １回 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b 多様な利用者を受け入れるための雰囲気づくり 

取組の 
方向性 

●「使いやすさ」に配慮した館内環境づくり 
●多様な利用者への対応のための職員の資質向上 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎利用者用の設備・環境に対する定期的点検（利用者アンケート

の実施） 
企画 

○アンケー

ト実施 
 

◎ニーズの異なる利用者に配慮したゾーニングの検討・実施 総合   

◎利用者対応に係る研修の実施（専門研修への定期的参加及び館

内研修の実施） 
企画 →  

取組小項目 c 読書案内のための情報発信や読書イベントの企画・実施 

取組の 
方向性 

●展示や資料リスト配布による所蔵資料紹介など読書案内に係る情報提供の推進 
●読書イベントの実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎「ニュースを読む」等の館内展示開催による所蔵資料紹介 総合 →  

◎連携事業で作成した関連資料リストの館内配布による所蔵資料

紹介 
総合 →  

◎冊子等の資料配布による情報提供 総合 →  

◎ビブリオバトル等の実施 企画 →  
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評価指標 

（２－９） 

連携事業で作成した関連資料リストの館内配布件数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：２０件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 １６件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 ア 市町立図書館との連携・協力（資料の相互利用、情報・ノウハウの提供等） 

取組中項目 (ｱ) 県内図書館間の連携強化 

取組小項目 a 県内図書館グループウェア運営による情報共有の推進 

取組の 
方向性 

●より使いやすい新グループウェアの導入 
●情報共有の活性化 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎新グループウェアの検討・導入 企画 ○導入検討  

◎情報共有活性化のためのグループウェアマニュアルの作成 企画   

取組小項目 b 県立図書館職員の市町立図書館訪問による情報収集 

取組の 
方向性 

●定期的な市町立図書館訪問による情報収集の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎市町立図書館訪問・情報収集の実施 企画 ○実施  

評価指標 

（３－１） 

市町立図書館への訪問回数（５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～２７：数値なし → Ｈ２８～３２：１８０回 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－回 －回 －回 －回 －回 ３６回 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組中項目 (ｲ) 協力貸出、物流の充実 

取組小項目 a 協力貸出の周知強化 

取組の 
方向性 

●県民への協力貸出の周知 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎協力貸出の利用促進ポスター等の作成・配布 企画 →  

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 イ 
大学図書館、専門的機関等も含めた連携（学術研究、専門分野も含めた県域でのネットワ
ークづくり） 

取組中項目 (ｱ) ３館協定館（山口大学図書館、県立大学図書館）等との連携強化 

取組小項目 a ３館協定に基づく連携推進 

取組の 
方向性 

●大学における遠隔地利用者返却システムの周知 
●大学との連携事業の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎遠隔地返却の周知ポスター等の作成・配布 企画 →  

◎山口大学図書館、山口県立大学図書館での出張利用講座等の開催 企画 →  

評価指標 

（３－２） 

山口大学図書館、山口県立大学図書館との連携行事の開催回数（５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～２７：数値なし → Ｈ２８～３２：１０回 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－回 －回 －回 －回 －回 ２回 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b ３館協定館以外の大学図書館等との連携 

取組の 
方向性 

●県内大学図書館との資料の相互利用に係る協力体制構築に向けての検討・協議 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎県内大学図書館に対するニーズ調査の実施 企画   

◎県内大学図書館との連携に係る協議及び連携の試行 企画   

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 イ 
大学図書館、専門的機関等も含めた連携（学術研究、専門分野も含めた県域でのネットワ
ークづくり） 

取組中項目 (ｲ) 専門機関との連携による専門的な図書・資料収集の充実 

取組小項目 a 調査相談（レファレンスサービス）機能に係る専門的機関との連携 

取組の 
方向性 

●専門機関との情報交換・連携体制の維持・発展 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎レファレンス研修における専門機関との連携（専門員講師の招聘

等） 
総合 ○連携実施  

取組小項目 b 資料収集に係る専門的機関との連携体制の強化 

取組の 
方向性 

●大学図書館等との連携による効率的な資料収集の検討 
●山口県産業技術センターとの連携維持・発展 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎３館協定館（山口大学図書館、山口県立大学図書館）との資料収

集に係る協議体制の構築 
企画 

○３館協定

館との意

見交換 

 

◎県内他大学との連携体制の検討 企画   

◎「山口県産業技術センターセレクション」の継続、資料更新 資料 →  

◎資料収集に係る新たな県関連機関との連携促進 企画 →  

取組中項目 (ｳ) 県内図書館関係団体との連携推進 

取組小項目 a 山口県図書館協会との連携・協力推進 

取組の 
方向性 

●山口県図書館協会との連携による全県的な図書館振興の推進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎図書館振興に係る事業（「図書館振興県民のつどい」等）の実施 企画 →  

◎図書館関係団体の組織化（県図書館協会団体会員への加入促進） 企画 →  

取組小項目 b 山口県大学図書館協議会・山口県学校図書館協議会との連携推進 

取組の 
方向性 

●館種を超えた協力体制の構築 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎研修会等の共催事業の実施 企画   

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 ウ 県外図書館とのネットワーク形成（県内外図書館をつなぐ結節点としての役割） 

取組中項目 (ｱ) 国立国会図書館が運営する各種データベースへの参加 

取組小項目 a 国立国会図書館データベースへの積極的なデータ提供 

取組の 
方向性 

●国立国会図書館との連携による、当館が作成・所有する各種データの発信・利用促進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎国立国会図書館総合目録ネットワーク事業へのデータ提供 企画 →  

◎レファレンス協同データベースへのデータ提供 総合 →  

評価指標 

（３－３） 

レファレンス協同データベースにおける新規データ公開件数／年 

目標値 Ｈ２７：３０件 → Ｈ３２：４５件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 ３５件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 



【平成２８年度アクションプラン⑮】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

18 

 

     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 エ 地域づくり団体等との連携推進（地域づくり活動等への協力推進） 

取組中項目 (ｱ) 地域づくり、まちづくりイベントへの協力 

取組小項目 a 商工会議所等との連携事業の推進 

取組の 
方向性 

●図書館の資料及び職員の知識技能の地域への積極的な還元 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎山口市商工会議所、（公財）やまぐち産業振興財団等との連携事

業の実施 
企画 →  

◎新たな連携先の開拓及び連携事業の実施 企画 ○開拓  

評価指標 

（３－４） 

新たな連携先の開拓実績（５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～２７：数値なし → Ｈ２８～３２：３件 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－件 －件 －件 －件 －件 －件 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組中項目 (ｲ) パークロード周辺文化施設（美術館、博物館等）との連携推進 

取組小項目 a 企画展との連携事業の推進 

取組の 
方向性 

●情報交換、意思疎通の促進を図った連携事業の推進 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎企画展関連図書展示、関連資料紹介リストの作成・配布 総合 →  

◎企画展関連資料の貸与 企画 →  

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

  

 



【平成２８年度アクションプラン⑯】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

19 

 

     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 オ 図書館職員、図書館活動に関わる人材の育成 

取組中項目 (ｱ) 図書館司書研修プログラムの充実 

取組小項目 a 市町立図書館職員研修の実施 

取組の 
方向性 

●ニーズに基づいた計画的な研修の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎研修に係る市町立図書館職員のニーズ調査の実施 企画 →  

◎新任職員基礎講座の開催 企画 →  

◎図書館職員等専門講習会の開催 企画 →  

◎新任図書館長研修への支援 企画 →  

評価指標 

（３－５） 

県内図書館員向け研修受講者数（５年間の延べ数） 

目標値 Ｈ２３～２７：数値なし → Ｈ２８～３２：１，０００人 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－人 －人 －人 －人 －人 ２００人 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

取組小項目 b 県立図書館司書職員の資質向上 

取組の 
方向性 

●計画的な研修受講体制の構築 
●専門分野を持った司書の育成 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎研修計画の策定及び計画に沿った研修受講の推進 企画 →  

取組小項目 c 市町立図書館主催の研修等への支援 

取組の 
方向性 

●市町立図書館主催研修の活性化 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎県立図書館職員出前研修に係るニーズ調査・試行及び実施 企画 
○ニーズ調

査実施 
 

◎研修情報の提供 企画 →  

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 

 

 



【平成２８年度アクションプラン⑰】 
 

※２８年度計画 実行・着手：○  継続：→ 

20 

 

     担当 企画・連携グループ 

３つの柱 (3) 全県ネットワーク図書館～図書館ネットワークの拠点～ 

基本的取組 オ 図書館職員、図書館活動に関わる人材の育成 

取組中項目 (ｲ) 図書館活動に関わる人材の育成 

取組小項目 a 大学の司書課程への協力 

取組の 
方向性 

●図書館実習等の受入れ 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎司書課程実習の受入れ 企画 →  

◎インターンシップ・職場体験学習の受入れ 企画 →  

◎司書課程等への講師派遣 企画 →  

取組小項目 b 図書館ボランティアの養成、活動促進 

取組の 
方向性 

●山口図書館サポーターの募集推進 
●山口図書館サポーターの活動促進 
●ボランティア団体との連携等による図書館ボランティアへの研修等の実施 

具体的事業 事業担当 28年度計画 遂行状況 

◎ボランティア団体への働きかけ等による山口図書館サポーター

の募集 
企画 →  

◎山口図書館サポーター参加事業の充実 企画 →  

◎ボランティア団体との連携等による図書館ボランティアへの研

修等の実施 
企画 

○ニーズ調

査実施 
 

評価指標 

（３－６） 

山口図書館サポーターの活動日数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：１５日 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－日 －日 －日 －日 －日 １２日 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

評価指標 

（３－７） 

図書館ボランティアへの研修等の実施回数／年 

目標値 Ｈ２７：数値なし → Ｈ３２：２回 

備考 － 

28年度実績 29年度実績 30年度実績 31年度実績 32年度実績 28年度目標 達成率 

－回 －回 －回 －回 －回 －回 －％ 

     評価 － 

評価の観点 
 

 

■評価・分析 

 

 

 

■今後の取組 
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