
生 涯 学 習 
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新潟市教育ビジョンにおける生涯学習の目指す方向である「公民館や図書館などの学びの場を核とし

た，絆づくりと活力あるコニュニティの形成」，「現代的・社会的課題やライフステージなど，一人一人

の多様なニーズに応じた学習機会の充実」，「学校での地域活動拠点づくりや職員の資質向上など，生涯

学習・社会教育の推進を支える基盤整備」のために，学校や社会教育施設，地域が連携しながら「学・

社・民の融合による人づくり，地域づくり，学校づくり」を推進するとともに，自ら学んだ知識や成果

を教育活動や地域に生かしていく人材を育成し，学校や地域などと連携しながら，活躍の場を支援する

ことにより，循環型生涯学習を進めます。

１ 努力目標  

新潟市教育ビジョン第４期実施計画の中心的な考え方のテーマ「これからの社会をたくましく生き抜く力の育

成」のために，下記のことを努力目標とします。 

（１）人権教育・同和教育の推進 

（２）家庭教育・子育て支援の充実 

（３）乳幼児期からの読書活動推進 

（４）学び育つ各世代への支援 

（５）学習成果を生かす活動への支援 

（６）地域人材や高等教育機関，企業等との連携の推進 

（７）市民の多様な学習に応じた学習環境の整備 

（８）教育関係職員の研修プログラムの充実 

２ 具体的施策 

(1) 人権教育・同和教育の推進 

① 公民館における人権教育の推進 

② 人権教育研修会の開催 

（2）家庭教育・子育て支援の充実 

   ① 家庭教育振興事業 

② 子育て支援事業 

（３）乳幼児期からの読書活動推進 

   ① ブックスタート事業 

② 赤ちゃんタイム 

（４）学び育つ各世代への支援 

① にいがた市民大学開設事業 

② 現代的課題を学ぶ公民館事業と学習成果を発表する場の提供 

③ 子どもの読書環境整備事業 

④ 市民に身近な生活課題解決のための情報提供事業 

生涯学習振興の方針
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（５）学習成果を生かす活動への支援 

① 生涯学習ボランティア育成事業 

② 地域活動を担う人材の育成 

（６）地域人材や高等教育機関，企業等との連携の推進

① 公民館と地域団体との協働事業 

② 図書館と教育機関・企業との連携協力 

（７）市民の多様な学習に応じた学習環境の整備 

① 学習情報提供事業 

② 図書館サービス事業 

（８）教育関係職員の研修プログラムの充実 

    ① 「学・社・民の融合」に関する研修の推進 

 生涯学習センター 

１ 運営方針

市民の主体的な学習活動を推進するため，時代や社会の変化並びに市民の学習ニーズに応じた多様な

学習機会の提供を効果的に進めるとともに，自ら学んだ知識や成果を教育活動や地域に生かす人材の育成

と活動の場を支援することにより,循環型生涯学習を進めます。 

２ 施設概要

（１）情報センター 

    パソコン研修室 PC12 台，情報検索コーナーPC２台，個人学習室 52 席 

（２）生涯学習センター・中央公民館 

    講座室（10 室），映像ホール（150 席），音楽室（2室），美術工作室（2 室）， 

多目的ルーム，ゼミナール室，交流ホール，軽運動室，和室（2 室）， 

保育室，調理実習室 

（３）図書館 

    蔵書収容能力 約 61,000 冊（視聴覚資料を除く） 

    閲覧室 83 席 

    視聴覚資料ブース ５ブース ８席 

３ 重点事項

（１）学び育つ各世代への支援 

現代的な課題など専門性の高い講座や，時代の変化や市民ニーズ，新潟の地域性や課題等に応じた多

様な学習機会の場として，にいがた市民大学を開設します。受講後は修了者による自主グループ化の支援を

行います。 

（２）学習成果を生かす活動への支援 

市民が学んだ知識や成果を教育活動や地域に生かすため，生涯学習ボランティアなどを育成するとともに，

学校や地域と連携しながら，その活動の場を支援します。 
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（３）人権教育・同和教育の推進

偏見や差別を生み出さない社会を実現するため，職員一人一人が人権問題や同和問題に関心を持ち， 

  理解と認識を深め，市民の良き相談相手役・パートナーとして資質を高めるため研修会を開催します。 

（４）市民の多様な学習に応じた学習環境の整備 

市民の生涯にわたる多様な学習活動や地域課題等の解決を支援するため，生涯学習センターの機能と媒 

体を有効活用しながら，学習情報等を積極的に発信します。 

（５）家庭教育・子育て支援の充実 

地域・家庭・学校との連携による，地域に根差した家庭教育支援の充実を図ります。 

（６）教育関係職員の研修プログラムの充実 

  「学・社・民の融合による人づくり,地域づくり,学校づくり」を推進するため，生涯学習・社会教育関係職員の 

専門的知識と技術を高める研修を実施します。 

（７）調査・研究 

生涯学習施策推進のため，社会教育委員会議による建議策定や，諸課題の調査・研究を行います。 

４ 事業計画  ＊新型コロナウイルス感染症の影響で変更等あり。

（１）学び育つ各世代への支援 

事業名 事業内容 期日 備考 

にいがた市民大学 

開設事業 

現代的な課題など専門性の高い講座や，時

代の変化や市民ニーズ，新潟の地域性や課

題等に応じた講座を開設します。受講修了者

による自主グループ化を支援します。 

８月～ 

３月 

・特別講座 

・プレ講座 

・公開講演会 

情報センターの運営 市民の主体的な学習活動を支援するため，

情報検索コーナー，パソコン研修室，個人学

習室の運営を行います。 

通年 

パソコン初心者講習会 

・パソコン若葉(ワード編・エ 

クセル編)       

・まなびィの森 

パソコン指導ボランティアがパソコンの立ち

上げ方，マウスの操作など，初心者向けのパソ

コン教室を行います。また，参加者の自習をサ

ポートする講習会も行います。 

通年  

パソコン初心者講習会 

（学生ボランティアと学ぶパ

ソコン教室「エール」） 

学生との協働で，インターネット操作など，

初心者向けのパソコン教室を行います。 
10 月～ 

2 月 

（２）学習成果を生かす活動への支援 

事業名 事業内容 期日 備考 

生涯学習ボランティア育成

事業 

【生涯学習ボランティア養成講座】 

「学・社・民の融合による人づくり、地域づく

り、学校づくり」を推進するため，学校や社会

９月～ 

１１月 

・地域共育サポー 

ター育成塾 
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教育等で活動するボランティアを育成します。 

（３）人権教育・同和教育の推進 

事業名 事業内容 期日 備考 

人権教育研修会 人権問題や同和問題に対する理解と認識

を深めるため，行政職員（市長部局・教育委員

会）や学校教職員等を対象に，人権教育研修

会を開催します。 

２月 
・関係団体等との 

連携 

（４）市民の多様な学習に応じた学習環境の整備 

事業名 事業内容 期日 備考 

学習情報提供事業 市民の主体的な学習活動や地域課題等の

解決を支援するため，学習情報を整理し，ホ

ームページ等を通じて情報提供します。 

通年 

（５）家庭教育・子育て支援の充実 

事業名 事業内容 期日 備考 

家庭教育支援プログラム 

策定事業 

地域に根差した家庭教育支援のあり方につ

いて調査・研究します。 
通年 

生涯学習ボランティア育成

事業 

【生涯学習ボランティアバンク自主企画講座】 

ボランティアバンク登録者が自らの知識や

成果を教育活動や地域に生かせるよう，自主

企画講座を支援します。 

１０月 

【生涯学習ボランティア活動の支援】 

生涯学習ボランティアの自主的活動を支援

します。 

通年 

・L の会 

・大人向けプログ 

ラミング勉強会 

【生涯学習相談（ひだまり）】 

 生涯学習センターの学習相談ボランティアが

学習情報を収集・整理するとともに，市民の学

習相談に応じます。研修等を通じて活動を支

援します。 

通年 

【研修・講演講師紹介ガイド】 

市及び教育委員会主催事業（研修・講演）

でお願いした講師を紹介するガイドブックを発

行します。 

３月 
・ガイドブックは 

関係機関へ配付 
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（６）教育関係職員の研修プログラムの充実～学・社・民の融合による研修の推進 

事業名 事業内容 期日 備考 

学社民融合研修事業 「学・社・民の融合による人づくり，地域づ

くり，学校づくり」を推進するため，生涯学習・

社会教育関係職員の資質向上を図る研修を実施

します。 

（１）生涯学習関係新任職員研修 

（２）生涯学習関係管理職研修 

（３）地域人材サポート研修 

（４）社会教育主事キックオフ研修

４月 

９月 

１０月 

１月 

（７）調査・研究 

事業名 事業内容 期日 備考 

社会教育委員会議 社会教育委員会議を開催し，市の社会教

育・生涯学習推進のための諸課題の調査，研

究を行います。 

第62回全国社会教育研究大会新潟大会に

おいて事例発表します。 

通年 
・会議  

年５回程度 
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 公民館  

１ はじめに 

新潟市教育委員会は令和２年３月、新潟市教育ビジョン第４期実施計画を策定しました。 

この計画では、学・社・民の融合による人づくり、地域づくり、学校づくりを通して「これからの

社会をたくましく生き抜く力」を育成することが、中心的な考え方として掲げられています。また

「学校教育」、「生涯学習」、「教育行政」の各分野の施策が示され、「生涯学習」においては、「絆づ

くりと活力あるコミュニティの形成」、「多様なニーズに応じた学習機会の充実」、「生涯学習･社会

教育の推進を支える基盤整備」の３つに取り組むことがうたわれています。 

今日の少子・超高齢化による人口構成の変化や人口減少、ICT の発展による高度情報社会の到来、

自然災害の多発、さらには地域コミュニティや人間関係の変容に伴い、これからの社会では、地域

課題の解決や地域活性化を推し進める人材の育成が重要になってきました。 

このような中で、公民館は、地域課題や社会の課題に向き合い、子どもから高齢者まで世代に応

じた学びの場を充実させ、その成果を地域で活かすとともに新たなつながりを広げることによって、

安心して暮らせる地域づくりを進めていくことが今まで以上に求められています。 

【基本方針】 

(1)社会の変化や市民の多様なニーズに応じた学習機会の充実 

     社会状況の激しい変化に対応できるように、子育てや家庭教育の支援、青少年の健全育成

や高齢者の学習機会の充実など、各世代の学びの場の提供と支援に努めます。 

(2)学・社・民の融合による地域の教育力の向上 

    学校、家庭、地域そして公民館等の社会教育施設が連携・協力しながら、地域社会全体の教

育力の向上に努めます。 

(3)自信をもって自己実現していける市民の育成 

人とのかかわりの中で互いに考えを伝え合い合意形成を図るなど学習者の自己肯定感を高

めるような学習機会の提供を通して、変化の激しいこれからの社会で自己実現していくこと

ができる力を高めます。 

(4)学びの循環を活かした地域コミュニティの形成・活性化への支援 

学びを通して、地域の課題・生活上の課題を把握し、解決に向けて取り組むことで、地域で

の絆をつくり、コミュニティの形成と活性化に努めます。 

２ 基本施策 

(1) 人づくり、地域づくりを通した地域コミュニティ活動の活性化への支援 

(2) 家庭における教育力向上の支援 

(3) 青少年の生き抜く力を育む機会の充実 

(4) 高齢者の学習支援や社会参加の促進 

(5) 現代的・社会的課題を探り、問題解決を促す学習機会の提供

＜新潟市公民館改革宣言＞ 
新潟市の公民館は，地域の人たちが主体となって，地域の持つ力を最大限に発揮できるよう，一緒に考え，
学びあい，学びの成果を生かして，地域の絆づくりを支援します。 
私たちは，地域に出かけ，一緒に取り組み，地域を元気にします。 
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３ 各公民館の事業方針及び重点事業 

各公民館は、基本方針を基に地域の実情やニーズにあわせた事業を実施し、事業実施後は、事業

の内容や成果について評価を行い、今後の公民館事業の充実を図ります。 

４ 主要事業等

区 項目 事業

北区 区における公民館

重点事業

１． 地域コミュニティ活動の活性化支援事業 

２． 家庭教育力向上の支援事業 

３．青少年の生き抜く力を育む事業 

４．高齢者の学習支援や社会参加促進事業 

５．現代的課題を探り、解決を支援する事業

豊栄地区公民館 【主要事業】

① ご近所だんぎ、コミュニティ・コーディネーター育成事業

② 家庭教育学級（ゆりかご、幼児期、児童期）、子育てサロン「スマ

イルひろば」

③ 子ども土曜公民館、サタディキッズ、チャレンジキッズ

④ アクティブシニア講座

⑤ 市民大学講座、ユースセミナー、女性セミナー

北地区公民館 【主要事業】

① コミュニティカレッジ、有情のまちの中学生ガイド養成講座

② 家庭教育学級（ゆりかご、幼児期、児童期）

③ 一休さん、サマーキャンプ in 海辺の森、ジュニアワンダーランド

④ キネマ松浜劇場

⑤ 有情のまちのまちめぐり

東区 区における公民館

重点事業

１．地域と連携した事業 

２．地域を支える人材を育成する事業 

３．子育てを支援する事業 

中地区公民館 【主要事業】 

① 夏まっさかりフェスタ・冬まっさかりフェスタ、東区歴史浪漫講座・

夏休み・冬休み映画鑑賞会など 

② コミュニティ・コーディネーター育成講座、ユースセミナー

③ ゆりかご学級(Ⅱ期・Ⅳ期)、幼児期家庭教育学級、小学生期家庭教

育学級、子育てサロン「ひだまり」「ともだちひろば」

-72-



石山地区公民館 【主要事業】 

① お互いさまネット石山、すごぼりの桜並木を歩こう、親子で笹団子

づくり 

② ご近所だんぎ 

③ ゆりかご学級(Ⅲ期)、幼児期家庭教育学級、子育てサロン「ぴーか

ーぶー」「いちごランド」

中央区 区における公民館

重点事業

１．地域コミュニティ活動活性化を支援する事業

２．青少年の生き抜く力を育む事業 

３．家庭における教育力向上を支援する事業

中央公民館 【主要事業】

① コミュニティ・コーディネーター育成事業、 

ひよこファミリーらんど学級 

② 若者対象講座（ユースセミナー）、子ども体験教室 

③ 家庭教育学級（プレママ・乳児期・幼児期・乳幼児期休日版・ 

父親）、シングル子育てカフェ、子育て学習出前講座

鳥屋野地区公民館 【主要事業】

① 地域の学習会支援事業

② 子ども体験事業 

③ 家庭教育学級（幼児期、児童期（思春期））、子育てサロン「ふら

っと」

東地区公民館 【主要事業】

① お寺でゴーン、地域活性化支援事業、地域学振興事業

② キッズサイエンス

③ 家庭教育学級（乳児期・幼児期・幼児期土曜日版）、子育てサロンの

んのん

関屋地区公民館 【主要事業】

① おも知ろ関屋学、あかちゃんお誕生おめでとう、お寺でゴーン、

  森のコンサート

② チャレンジゼミ、世代間交流の集い、あそボウサイ、

わくわくランド

③ 子育てネットまつぼっくり、家庭教育学級（乳児期、幼児期）

江南区 区における公民館

重点事業

１．人づくり、地域づくりを通した地域コミュニティ活動の活性化を支

援する事業

２．家庭における教育力向上を支援する事業

３．青少年の生き抜く力を育む事業
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亀田地区公民館 【主要事業】

① コミュニティ・コーディネーター育成事業（亀田・曽野木・横越三

館合同）、学校連携事業（公民館出前）、地域連携事業

② 家庭教育学級（プレママパパ・ゆりかご学級・家庭教育講演会）

③ 子ども体験教室、親子体験教室

曽野木地区公民館 【主要事業】

① 地域のコミュニティ事業“そのきコミット”

② 家庭教育学級（乳児期・幼児期・子育てサロン）

③ 青少年の生きる力を育む事業“そのキッズ”

横越地区公民館 【主要事業】

① よこごしふれあいウォーク

② 子ども体験活動

③ 家庭教育学級（乳児期・幼児期・児童期・思春期）

子育てひろば

秋葉区 区における公民館

重点事業 

１．地域コミュニティ活動活性化を支援する事業

２．家庭における教育力向上を支援する事業 

３．青少年の生き抜く力を育む事業

新津地区公民館 【主要事業】  

① コミュニティ活動活性化支援事業（コミ協連携）  

② 子育てサロン「ポッポー！」、家庭教育講演会 

③ こども創造塾、【特色ある区づくり事業】アキハの宝こども探検ツア

ー 

小須戸地区公民館 【主要事業】 

① にいがたボケ１スリッパ卓球大会、花いっぱい運動、門松づくり 

② 家庭教育講演会 

③ こども考古学教室

南区 区における公民館

重点事業 

１．人づくり、地域づくりを通した地域コミュニティ活動の活性化への

支援 

２．家庭における教育力向上の支援 

３. 青少年の生き抜く力を育む機会の充実 

４. 高齢者の学習や社会参加の促進 

５．現代的・社会的課題を探り、問題解決を促す学習機会を提供 
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白根地区公民館 【主要事業】 

① 白根学習館まつり、学び舎ねぎし、新飯田ふるさとキャンプ、 

庄瀬★学びのひろば 

② 家庭教育学級（乳児期、幼児期、児童期、孫育て、子育てサロン）

③ あそぶんジャー こどもチャレンジ 楽しい将棋講座

④ 大鷲シニアクラブ 愉快痛快シニアライフ

⑤ コミュニティ・コーディネーター育成講座、シロネユースセミナー、 

南区地域学、シロネシネマ「喜楽座」 

味方地区公民館 【主要事業】 

① 高齢者のサークル活動発表機会，居場所づくり（ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ） 

② おはよう朝ごはん・キッズ体験教室 

③ 子ども大凧合戦 

④ 味方市民カレッジ 

月潟地区公民館 【主要事業】 

① 伝統文化継承事業、歴史探訪 

② ― 

③ チャレンジキッズ 

④ 月寿教室 

⑤ クッキングクラブ 

西区 区における公民館

重点事業

１．人づくり、地域づくりを通した地域コミュニティ活動の活性化

への支援 

２．家庭における教育力向上の支援 

３．青少年の生き抜く力を育む機会の充実 

４．高齢者の学習支援や社会参加の促進 

５．現代的・社会的課題を探り、問題解決を促す学習機会の提供

坂井輪地区公民館 【主要事業】

① 地域コミュニティ活動の活性化支援（コミュニティ・コーディネー

ター支援、多世代交流事業、坂井輪地域学、出前講座）

② 家庭教育学級(プレママ、ゆりかご学級、幼児期 1 歳)、
親子の居場所

③ 青少年の生き抜く力を育む（さかいわワンダーランド（体験学習））

④ 高齢者の学習・社会参加支援（いきいきパソコン教室）

⑤ 現代的・社会的課題の学習機会（女性セミナー、人権講座） 
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西地区公民館 【主要事業】 

① 地域コミュニティ活動活性化支援（佐潟クリーンアップ活動、う

ちの学びカフェ、赤塚中学校句会ライブ）

② 家庭教育学級（ゆりかご学級、ぺったん、すくすく）

③ 青少年の生き抜く力を育む（まなび屋、うちのあそびば、こども

プロジェクト２０２０）

④ 高齢者の学習や社会参加（赤塚地区いきいき健康教室，中野小屋

ひだまり学級）

⑤ 現代的・社会的課題の学習機会（パソコンの町医者、たいけん日

本語教室）

黒埼地区公民館 【主要事業】

① 地域コミュニティ活動の活性化支援（あそぼうさい、黒埼北部とき

めき杯卓球交流会）

② 家庭教育学級（乳児期、幼児期、児童期) 
③ 青少年の生き抜く力を育む（黒埼地区青年の集い、黒埼フリースペ

ース、黒埼北部将棋、黒埼北部夏休みジュニア体験塾）

④ 高齢者の学習・社会参加支援（高齢者健康づくり講座、黒埼北部シ

ニアパソコン教室）

⑤ 現代的・社会的課題の学習機会（傾聴講座）

小針青山公民館 【主要事業】

① 地域コミュニティ活動活性化支援（ウオーキング講座、地域ふれあ

いサロン）

② 家庭教育学級（乳児期、幼児期、小学生期、思春期、発達障がい）

③ 青少年の生き抜く力を育む（子どもわくわくランド、体験学習）

④ 高齢者の学習・社会参加支援（スポーツ・レクリエーション）

⑤ 現代的・社会的課題の学習機会（西新潟オープンカレッジ）

西蒲区 区における公民館

重点事業

１．人づくり、地域づくりを通した地域コミュニティ活動の活性化

への支援

２．家庭における教育力向上の支援

３．青少年の生き抜く力を育む機会の充実

４．高齢者の学習支援や社会参加の促進

５．現代的・社会的課題を探り、問題解決を促す学習機会の提供

巻地区公民館 【主要事業】

① コミュニティ・コーディネーター育成講座、地域学振興事業（西蒲

区ふるさと講座）

② 幼児期家庭教育学級

③ 地域と学校パートナーシップ支援事業「夏チャレンジメニュー」、青

少年の居場所づくり

④ 長寿大学 
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岩室地区公民館 【主要事業】

① 地域対抗ニュースポーツ大会、ひろがれ響け盆踊りの輪と音頭、 

アンコールふるさと講座、公民館出前型講座

① 家庭教育学級「子育てで大事なこと」

② ハンターから逃げろ、子どもマジック教室、フリースペース

③ いきいきセミナー

④ 発達障がい「しゃべり場」、人権講座「戦争と平和」

西川地区公民館 【主要事業】

① 音楽や芸術に親しむ集い

② キッズ倶楽部

③ 乳児期家庭教育学級(ゆりかご学級) 
④ 西川健康クラブ

⑤ 地域の歴史・文化講座

潟東地区公民館 【主要事業】

① まちのお宝ガイド養成講座（地域の文化財を紹介できるボランティ

アガイドの育成）

② 青空学級（高齢者学級） 

③ わくわくドキドキ子どもクラブ（小学生対象の土曜日居場所づく事

業）

中之口地区公民館 【主要事業】

① 中之口地域活性化事業「中之口を知ろう～楽しく・ニコニコ～」

② 夏休み子ども体験教室「親子で陶芸教室」

③ 親子料理教室

④ 青少年体験事業
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 図書館  

１ 図書館運営の理念（「第二次新潟市立図書館ビジョン」より） 

  心豊かな都市（まち）づくりを支える，市民の身近な学びと情報の拠点 

２ 新潟市の目指す図書館像（「第二次新潟市立図書館ビジョン」より） 

ア 市民の生涯学習や課題解決を支援します 

イ 特色ある地域づくりのために地域資料を収集・活用します 

ウ 子どもの読書活動を推進します 

エ 市民参画と協働を推進します 

３ 目指す図書館像を実現するための効率的・効果的な運営について（「第二次新潟市立図書館ビ

ジョン」より） 

ア 施設の管理運営と資料の収集 

イ 図書館広報の充実 

４ 中央図書館の概要 

位 置  新潟市中央区明石２丁目（旧長嶺小学校跡地） 

敷 地 面 積  9,914 ㎡ 

構 造 ・階 層  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）  地上３階 PH１階 

蔵書収容能力  80 万冊 [開架：35 万冊，閉架（自動出納書庫）：45 万冊] 

座 席 数  約 700 席 

階別諸室構成 部 門 主な諸室 

１階（4,055 ㎡） 

開架部門 

くらしのコーナー（料理・インテリア・旅行ガイド等）， 

健康・医療情報コーナー，子育て応援コーナー，外国語図

書コーナー，文学，語学，芸術，新聞･雑誌，大活字本コー

ナー，対面朗読室，録音室 

こどもとしょかん 児童図書，おはなしのへや，グループ学習室，授乳室 

サービス部門 軽食喫茶，リサイクル図書コーナー 

２階（3,188 ㎡） 開架部門 

新潟関連の図書，行政資料，辞書白書，歴史，社会科学・自

然科学等，ビジネス支援コーナー，ティーンズコーナー，AV

コーナー，特別コレクション室，個人学習室，学習室 

３階（1,856 ㎡） 研修部門 多目的ホール，研修室，保育室 

PH １階（33 ㎡）   

計（9,132 ㎡）  （延床面積） 
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令和２年度事業計画 ～「第二次新潟市立図書館ビジョン」の体系に合わせて記載 ～

（１）目指す図書館像 

区館 

ア 市民の生涯学習や課題解決を支援します 

施策１ 多様な利用に応じた図書館サービスの提供 

①利用者のニーズを踏まえ，新潟

市の図書館全体のバランスを考

慮した幅広い資料の収集と保存 

②オンラインネットワークと配

本システムを生かした資料の提

供 

③様々な団体への資料提供と，

団体貸出制度の周知 

全
市全館 

○選書会議を開催し，利用者のニ

ーズや各区の蔵書バランスを考慮

した資料の収集 

○図書館情報システムの運用 

○連絡便による全館への資料搬送 

○「新潟地域図書館ネットワーク

（めぐるくん）」による新大・県立図

書館との資料搬送 

○団体貸出（オーダーメイド・テ

ーマ別セット）の受付・貸出 

北豊栄 
 ○学校貸出図書搬送事業  

東
・
中
央

中央 
 ○図書館情報システムの管理 

○学校貸出図書搬送事業 

山の下・ 

石山・ 

舟江・ 

鳥屋野・ 

生涯学習 

センター

 ○学校貸出図書搬送事業（受付）  

秋
葉新津 

 ○学校貸出図書搬送事業  

南白根 
 ○学校貸出図書搬送事業（返却）  

西
蒲

西川  ○学校貸出図書搬送事業（貸出）  

岩室  ○学校貸出図書搬送事業（返却）  

区  館 

ア 市民の生涯学習や課題解決を支援します 

施策１ 多様な利用に応じた図書館サービスの提供 

④来館や活字による読書が困難

な方々への図書館資料の提供 

⑤電子書籍導入の検討 ⑥司書の専門性を高めるため

の各種研修等への派遣 

全
市全館 

○大活字本コーナーの設置  ○児童図書館員養成専門講座 

○その他，図書館専門の各種研

修 

中
央中央 

○ハンディキャップサービス ○電子書籍導入の検討  
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区
館 

ア 市民の生涯学習や課題解決を支援します 

施策２ 課題解決のためのレファレンスサービス（調査相談）の充実 

①暮らしや健康など，

市民に身近な生活課題

解決のためのサービス

提供や，ビジネス支援

のための資料や情報の

提供 

②日常の調査相談を基

としたレファレンスサ

ービスの実施とサービ

スの周知，及びレファ

レンスデータ公開 

③紙媒体のほか「オン

ラインデータベース」

など市民への迅速かつ

的確な情報の提供 

④行政運営や議員活動

に貢献するレファレン

スサービスの実施 

全
市全館 

○企画・テーマ展示 

○市政さわやかトーク宅

配便「くらしに役立つ！ 

図書館活用術」 

○課題解決のためのテ

ーマ図書コーナー 

○図書館ホームページ

でのレファレンス事例と

パスファインダー（テー

マ別調べ方案内）の公

開 

○レファレンスサービス

の広報 

○オンラインデータベー

スの運用 

○区，市の施策の関連

資料の展示 

北豊栄 
  ○区報・図書館だよりに

よる本や情報の掲載 

中
央中央 

○くらしの情報講座 

○行政書士無料相談会 

○国立国会図書館デジ

タル化資料無料送信サ

ービス 

○ビジネス融資相談会 

○ビジネス支援セミナー 

○Ｅメールによるレファレ

ンス対応 

 ○市の施策の関係資料

の展示 

江
南亀田 

○行政書士無料相談会 

○いきいき健康学び講

座 

 ○図書館だよりによる本

や情報の掲載 

秋
葉新津 

○行政書士無料相談会  ○図書館だよりによる本

や情報の掲載 

南
区

白根 
  ○図書館だよりによる本

や情報の掲載 

月潟 
  ○図書館だよりによる本

や情報の掲載 

西

坂井輪 
 ○区報による本の紹介

記事の掲載 

内野 
 ○区報による本の紹介

記事の掲載 

黒埼 
 ○区報による本の紹介

記事の掲載 
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区館 

ア 市民の生涯学習や課題解決を支援します 

施策２ 課題解決のためのレファレンスサービス（調査相談）の充実 

①暮らしや健康など，市

民に身近な生活課題解決

のためのサービス提供

や，ビジネス支援のため

の資料や情報の提供 

②日常の調査相談を基

としたレファレンスサ

ービスの実施とサービ

スの周知，及びレファ

レンスデータ公開 

③紙媒体のほか「オン

ラインデータベース」

など市民への迅速かつ

的確な情報の提供 

④行政運営や議員活動

に貢献するレファレン

スサービスの実施 

西
蒲

西川 
○行政書士無料相談会  ○区報・図書館だよりに

よる本や情報の掲載 

○区役所等への資料・

情報の提供 

岩室 
  ○区報・図書館だよりに

よる本や情報の掲載 

○区役所等への資料・

情報の提供 

潟東 
  ○区報・図書館だよりに

よる本や情報の掲載 

○区役所等への資料・

情報の提供 

巻 
○ビジネス支援セミナー  ○区報・図書館だよりに

よる本や情報の掲載 

○区役所等への資料・

情報の提供 

区
  館 

イ 特色ある地域づくりのために地域資料を収集・活用します 

施策１ 地域資料（郷土資料・行政資料）の体系的な収集 

①各地域を代表する人物・自然・風土・産業など

幅広い地域資料の収集 

②各地域の課題解決や地域づくりに役立つ資料

の積極的な収集 

全
市全館 

○地域資料・行政資料の収集 ○各地域の課題解決や地域づくりに役立つ資料の

収集 

中
央

中央 
○特別コレクション（坂口安吾，會津八一，吉屋信子，

鷲尾雨工，中田みづほ）関連資料の収集 

生涯学習 

センター 
○新井満関連資料収集，コーナー常設（生セ）  

江
南亀田 

○俳句資料の収集  

秋
葉新津 

○鉄道関係資料の収集 

○花と緑をテーマにした資料の収集 

南白根 ○「凧コーナー」資料収集  

西
内野 ○藤沢周関連資料収集  

黒埼 ○鷲尾雨工関連資料収集  

西
蒲巻 

○原子力発電関係資料の収集  
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区館 

イ 特色ある地域づくりのために地域資料を収集・活用します 

施策２ 地域の課題解決に役立つ資料の活用 

①地域資料を活用した，地域への

愛着や誇りを醸成する歴史や文化

のコーナー設置や講座等の実施 

②各地域の課題解決や地域

づくりのためのテーマ展示

の実施 

③地域資料のデジタルアーカイ

ブ公開 

全
市全館 

○区役所・公民館との連携・協力   

北

豊栄 
○豊山関応援コーナーと関連展示 

○ビュー福島潟関連展示 

松浜 
○北区(水俣病)関連資料コーナー ○公民館等の事業に関連した

テーマ展示 

東
・
中
央

中央 

○特別コレクション室の設置 

○地域資料展示 

○郷土ゆかりの作家と作品について

の講座 

○「にいがたマンガ大賞」作品展 

 ○デジタルアーカイブの公開 

山の下・ 

石山・ 

舟江・ 

鳥屋野・ 

生涯学習 

センター

○地域資料展示 

○東区の郷土資料コーナー（山の

下） 

○生涯学習センター及び中央

公民館・国際交流協会事業に

関連したテーマ展示（生セ） 

○生涯学習，国際コーナー

（生セ） 

江
南亀田 

○俳句コーナー 

○地域ゆかりの俳人や句碑に関する

展示 

○区，市の施策の関連資料の展示

（再掲） 

○江南区みんなの俳句作品展 

○いきいき健康学び講座（再掲） 

○公民館等の事業に関連した

テーマ展示 

秋
葉新津 

○地域資料展示 

○鉄道コーナー 

○花と緑のコーナー 

 ○県立図書館「越後佐渡デジタル

ライブラリー」事業への参加 

○デジタルアーカイブの公開 

南
白根 

○暮らしの情報コーナー 

○「農業コーナー」（再掲） 

○「凧コーナー」（再掲） 

月潟 ○地域資料展示   

西

坂井輪 ○地域資料展示   

内野 
○地域資料展示 

○藤沢周コーナー 

黒埼 
○鷲尾雨工や山田慶二の資料整理

と展示 
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区館 

イ 特色ある地域づくりのために地域資料を収集・活用します 

施策２ 地域の課題解決に役立つ資料の活用 

①地域資料を活用した，地域への

愛着や誇りを醸成する歴史や文化

のコーナー設置や講座等の実施 

②各地域の課題解決や地域

づくりのためのテーマ展示

の実施 

③地域資料のデジタルアーカイ

ブ公開 

西
蒲

西川 ○西蒲区の郷土資料コーナー ○認知症にやさしい本棚  

岩室 ○西蒲区の郷土資料コーナー   

潟東 ○西蒲区の郷土資料コーナー   

巻 

○西蒲区の郷土資料コーナー 

○原子力発電関係資料コーナー 

○本の森講座 

区館 

ウ 子どもの読書活動を推進します 

施策１ 子どもの読書環境の整備 

①出産前の保護者を対象とした

絵本や読書に関する情報提供 

②ブックスタート事業の充実 ③「おはなしのじかん」や「赤ち

ゃんタイム」のなかでの絵本相談 

全
市全館 

 ○ブックスタート  

北豊栄 
 ○ブックスタート北区実行委員会 

○ブックスタート PR コーナー 

○絵本相談タイムの実施 

東
・
中
央

中央 

○出産前の保護者を対象とした絵

本や読書に関する情報提供方法

の検討 

○ブックスタート東区・中央区実

行委員会 

○ブックスタート PR コーナー 

○絵本相談タイムの実施 

江
南亀田 

 ○ブックスタート江南区実行委員

会 

○ブックスタートＰＲコーナー 

秋
葉新津 

 ○ブックスタート秋葉区実行委員

会 

○ブックスタートＰＲコーナー 

○絵本相談タイムの実施 

南白根 
 ○ブックスタート南区実行委員会 

○ブックスタートＰＲコーナー 

〇絵本相談タイムの実施 

西坂井輪 
 ○ブックスタート西区実行委員会 

○ブックスタート PR コーナー 

○絵本相談タイムの実施 

西
蒲

西川 

 ○ブックスタート西蒲区実行委員

会 

○ブックスタート PR コーナー 

○絵本相談タイムの実施 

巻  ○ブックスタート PR コーナー  
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区館 

ウ 子どもの読書活動を推進します 

施策１ 子どもの読書環境の整備 

④ 「赤ちゃんタイム」の継続と

「子育て応援コーナー」の充実 

⑤ ティーンズを対象とした事

業の実施 

⑥ 読み聞かせ事業や保護者向け

講座及び親子や子どもが参加す

る事業などの実施 

全
市全館 

○赤ちゃんタイムの実施 

○子育て応援コーナー，子育て支

援コーナー 

○ティーンズコーナーの設置 ○おはなしのじかん（読み聞かせ・

かみしばい・ストーリーテリング等）

※舟江を除く 

○春と秋の読書週間事業 

○夏休み事業 

○うちどく読書ノートの配布 

○市政さわやかトーク宅配便「おう

ちで楽しむ読み聞かせ」 

○ブックリスト配布 

○うちどく（家読）の推進 

北

豊栄 

  ○一日子ども図書館員 

○この本だいすき！ 

○ペットボトルで万華鏡をつくろ

う！ 

松浜 
  ○ようかいをさがせ！ 

○クリスマス会 

東
・中
央

中央 

 ○子ども司書講座 

○ティーンズブックリスト（leaf）の

発行 

○ティーンズ掲示板の設置 

○「キッズページ（子ども向けホー

ムページ）」の更新 

○わらべうたのじかん 

○こどもとしょかんシンボルマーク

の活用 

○ふれあい子どもフェスティバル 

○外国語の絵本の読み聞かせ 

山の下・ 

石山・ 

舟江・ 

鳥屋野・ 

生涯学習 

センター

  ○東区としょかんパスポート（山の

下・石山） 

○本の福袋（山の下） 

○外国語の絵本の読み聞かせ（生

セ） 

○ビンゴ９キッズ（生セ） 

江
南亀田 

○パパ向けコーナー  ○体験しよう！図書館のしごと 

○この本だいすき！ 

○「どんな本にであえるかな？わく

わくひもくじ」 

○ブックスタンプラリー 
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区館 

ウ 子どもの読書活動を推進します 

施策１ 子どもの読書環境の整備 

④「赤ちゃんタイム」の継続と「子

育て応援コーナー」の充実 

⑤ティーンズを対象とした事

業の実施 

⑥読み聞かせ事業や保護者向け

講座及び親子や子どもが参加す

る事業などの実施 

秋
葉新津 

  ○手作り本講座 

○一日子ども図書館員 

○子ども映写会 

○夏の！わくわく絵本の福袋 

南月潟 

  ○子ども向けものづくり体験「チャ

レンジ教室」 

○育児相談会での読み聞かせ 

西黒埼 

  ○わらべうたのじかん 

○図書館まつり「おはなしマラソン」 

○図書館でクイズラリー 

○体験してみよう！図書館の仕事 

西
蒲

西川 

  ○ボランティアグループによるえほ

んよみかたりの会 

○チャレンジ子ども図書館員 

潟東 

  ○本の福袋 

○クリスマス会 

○としょかんでＢＩＮＧＯ！ 

巻   ○君も図書館で名探偵！ 

区館 

ウ 子どもの読書活動を推進します 

施策２ 学校，保育園・幼稚園・認定こども園，公民館などとの連携と支援 

① 学校，保育園・幼稚園・認定こ

ども園，公民館などへの情報提供

や講師派遣 

② 学校，保育園・幼稚園・

認定こども園などの職場体

験や施設見学の受け入れ 

③ 学校図書館支援センターによ

る学校図書館活用推進の支援 

全
市全館 

○講師派遣・紹介（再掲） 

○レファレンス対応 

○リサイクル図書・雑誌の提供（再

掲） 

○団体貸出による資料提供 

○職場体験・施設見学受入 

北
豊栄 

○公民館事業との連携 

○学校図書館支援コーナー 

 ○学校貸出図書搬送事業（再掲） 

松浜 ○公民館事業との連携   

東
・
中
央

中央 

○保育課，学校支援課との連携・支

援 

○公民館事業との連携 

 ○学校図書館支援センター 

○学校貸出図書搬送事業（再掲） 

○学校貸出セット貸出 

○「学校図書館支援センター通信」

の発行 
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区館 

ウ 子どもの読書活動を推進します 

施策２ 学校，保育園・幼稚園・認定こども園，公民館などとの連携と支援 

① 学校，保育園・幼稚園・認定こ

ども園，公民館などへの情報提供

や講師派遣 

② 学校，保育園・幼稚園・

認定こども園などの職場体

験や施設見学の受け入れ 

③ 学校図書館支援センターによ

る学校図書館活用推進の支援 

東
・
中
央

山の下・ 

石山・ 

舟江・ 

鳥屋野・ 

生涯学習 

センター

○公民館，子育て応援ひろば事業と

の連携（山の下，鳥屋野，生セ） 

 ○学校貸出図書搬送事業（受付）

（再掲） 

江
南亀田 

○江南区みんなの俳句作品展（再

掲） 

秋
葉新津 

  ○学校貸出図書搬送事業（再掲） 

南

白根 
○公民館事業との連携  ○学校貸出図書搬送事業（返却）

（再掲） 

月潟 
○読み聞かせ会への訪問（月潟保

育園） 

西
坂井輪 

○教科書掲載図書コーナー 

○公民館事業との連携 

内野 ○公民館事業との連携   

西
蒲

西川 

○公民館事業との連携・協力 

○作品等エントランス展示 

○教科書及び関連図書コーナー 

 ○学校貸出図書搬送事業（貸出）

（再掲） 

岩室 
○公民館事業との連携 

○子育て支援センターとの連携 

 ○学校貸出図書搬送事業（返却）

（再掲） 

潟東 ○公民館事業との連携   

巻 ○公民館事業との連携   

区館 

エ 市民参画と協働を推進します 

施策１ 市民による図書館運営への参加 

①図書館協議会の設置・開催 ②「図書館へのたより」など利用者の意見を把握

する機会の確保 

全
市全館 

 ○「図書館へのたより」の設置 

北豊栄 
○図書館協議会  

中
央中央 

○図書館協議会 

○全市図書館協議会委員合同情報交換会 

江
南亀田 

○図書館協議会  

秋
葉新津 

○図書館協議会  
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区館 

エ 市民参画と協働を推進します 

施策１ 市民による図書館運営への参加 

①図書館協議会の設置・開催 ②「図書館へのたより」など利用者の意見を把握

する機会の確保 

南白根 
○図書館協議会  

西
坂井輪 ○図書館協議会  

黒埼  ○利用者連絡会 

西
蒲西川 

○図書館協議会  

区館 

エ 市民参画と協働を推進します 

施策２ ボランティアや様々な団体との連携協力 

①ボランティアの養

成講座や，活動中のボ

ランティアを支援す

る講座の開催 

②ボランティア団体の

交流・情報交換会の開催 

③大学・専門学校など

との連携・協力 

④地域活動団体などの民

間団体やボランティアと

連携した事業の開催 

全
市全館 

   ○ボランティアグループと

の協働による事業の実施 

北
豊栄 

○おはなしの勉強会 

○読み聞かせボランテ

ィア入門講座（北区・江

南区合同） 

○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

 ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○事業の共催，協働 

松浜    ○本の補修ボランティア 

東
・
中
央

中央 

○読み聞かせ等ボラン

ティア自主研修会 

○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

○「新潟地域図書館ネ

ットワーク（めぐるくん）」

による新大・県立図書

館との資料搬送（再掲） 

○事業の共催，協働 

○ビブリオバトル 

○外国語の絵本の読み聞

かせ（中央・再掲） 

山の下・ 

石山・ 

舟江・ 

鳥屋野・ 

生涯学習 

センター

  ○専門学校（保育科）

の教育活動への協力

（生セ） 

○配架・書架整理ボランテ

ィア（山の下，石山，生セ） 

○外国語の絵本の読み聞

かせ（生セ・再掲） 

江
南
区

亀田 

○読み聞かせボランテ

ィア入門講座（北区・江

南区合同） 

○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

○「ジョブトレ」の受入 ○雑誌リサイクルフェアボラ

ンティア 

○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○アスパークまつり 

○江南区みんなの俳句作

品展（再掲） 

○「まちゼミ in かめだ」への

参画 
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区館 

エ 市民参画と協働を推進します 

施策２ ボランティアや様々な団体との連携協力 

①ボランティアの養成

講座や，活動中のボラン

ティアを支援する講座

の開催 

②ボランティア団体の

交流・情報交換会の開催 

③大学・専門学校な

どとの連携・協力 

④地域活動団体などの民

間団体やボランティアと

連携した事業の開催 

秋
葉新津 

○読み聞かせボランティ

ア入門講座（秋葉区・南

区合同） 

○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

○「ジョブトレ」の受入 ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○秋葉区の教育・福祉施

設への除籍図書のリサイク

ル 

南

白根 

○読み聞かせボランティ

ア入門講座（秋葉区・南

区合同） 

○読み聞かせボランティ

ア定例会への参加 

○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

○「ジョブトレ」「ぷれ

ジョブ」の受入 

○本の補修ボランティア 

〇白根学習館20周年記念

事業 

月潟 
 ○読み聞かせボランティ

ア定例会への参加 

西

坂井輪 

 ○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

 ○まちづくり協議会，自治

協議会等との連携 

○読書会 

○おとなの絵本ライブ 

○大人の部活 

内野 
  ○大学，民間団体等

との連携 

○配架・書架整理ボランテ

ィア 

黒埼 

   ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○本の補修ボランティア 

○黒埼図書館まつり 

○絵本サロン 

西
蒲

西川 

 ○読み聞かせ等ボランテ

ィアグループ情報交換会 

 ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○館内美化ボランティア 

岩室 
   ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

潟東 

   ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○館内美化ボランティア 

巻 

   ○配架・書架整理ボランテ

ィア 

○本の森講座（再掲） 
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区 館 ア ～ エ 以外の事業

北 豊栄 

○朗読会 

○文化講座 

○野菜作り講座 

○大人のためのおはなし会 

○図書館だよりの発行（北区合同発行） 

中
央 中央 

○読書会 

○図書館だより「ほんぽーと B メール」の発行 

江
南 亀田

○図書館だよりの発行 

秋
葉 新津

○視聴覚ライブラリー事業（団体対象） 

○図書館シアター 

○講演会 

○図書館だよりの発行 

南 白根

○読書会 

○図書館だよりの発行（南区合同発行） 

○白根学習館２０周年記念事業（再掲） 

西 坂井輪 ○図書館だより「西区図書館なび」の発行（西区合同発行） 

西
蒲 西川

○西川図書館ブッククラブ（読書会） 

○図書館だよりの発行（西蒲区合同発行） 

（２）目指す図書館像を実現するための効率的・効果的な運営について 

ア 施設の管理運営と資料の収集

ア－１ 雑誌カバー等広告事業の実施 

ア－２ 図書館ホームページにおける広告バナーの検討 

ア－３ 効率的・効果的な資料収集を行うための選書会議の開催 

ア－４ 地区図書室のセルフ貸出と予約本受取サービス 

ア－５ 資料保存計画の作成 

イ 図書館広報の充実 

イ－１ SNS による図書館情報発信の検討・実施 

イ－２ 広報誌やチラシ，ポスターなど，紙媒体による効果的な広報
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