
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年3月19日

派遣決定番号 K159

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 掛川市長　松井三郎

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail toshokan@city.kakegawa.shizuoka.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成30年1月26日 13時30分 15時30分 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ掛川駅

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

28 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（１日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザー
への要望事項

教育部図書館

掛川市掛川１１４８－１

掛川市立中央図書館

436-0079　静岡県掛川市1148-1

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

岡本 真

B.大変満足できるレベル

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（１日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

掛川市

新たな時代に対応し、市民の暮らしやまちづくりに役立つ図書館としての運営方針を策定するために
職員自身が認識を新たにするとともに、多くの市民からの意見を収集することが重要となっている。
また、今後の図書館サービスの重要な要素であるICTの効果的な活用方法についての研究・検討も必
要である。

徒歩

人数

職員

その識見を活かした適切なアドバイスをいただきましたので、特に要望事項はございません。

○掲載可

第１日目は「広げるセッション」として、掛川市立図書館が市民の暮らしや地域課題の解決に貢献で
きる存在となるための課題を明らかにし、今後の運営の方向性について職員の認識を深める。

「図書館の基本的役割」「移動図書館の集客」「シニア・高齢者と図書館」「本屋さんがない地域の
図書館のあり方」「保育園、幼稚園、学校との連携」「公民連携（PPＰ）」「誰でも気持ちよく利
用できるマナー、接遇」「若年層が図書館に来てくれるようになるには」「郷土資料のデジタル化」
「図書館のＩＣ対応」についても話し合われたが、引き続き市民の意見を行くことが求められた。

職員自身が考えている課題が明らかになった。上記の３テーマを含む１２のテーマについて話し合わ
れた。
そのうち、「資料の保存、廃棄と活用」「よいおはなし会にするには」は、現在計画中の県立中央図
書館に要望したり資料収集・除籍方針に反映していく、おはなし会は広報や館外での開催も検討する
など今後の改善の方向が示された。

貴重な資料をどこまで保存廃棄するかについては、他の市町の図書館と連携することが必要であり、
新しくできる県立中央図書館に資料の保存や調整機能を求める必要がある。

「現在の図書館の置かれた状況、これからの図書館の可能性と課題、特にＩＣＴ活用の可能性、大状
況としてある人口減や財源縮小に対する方策」について、アドバイザーからミニレクチャーを受けた
あと、「ＩＣＴ活用」「公民連携の方策」「図書館の基本的な役割」など参加者の職員自身でテーマ
を出し合い、そのテーマについて話し合うアンカンファレンス方式によるワークショップの進行を援
助していただいた。



アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

④予算以外で、今後取組む事項がある

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。
ワークショップの中や後日の各館打合せでも意見聴取できるため、アンケートは行わなかった。この
ような形で各館の職員が一堂に集まり、図書館の課題を話し合う機会はあまりなかったので有意義
だったという意見が多数であった。

④特になし

⑤特になし

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年3月19日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 掛川市長　松井三郎

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail toshokan@city.kakegawa.shizuoka.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成30年1月27日 13時30分 16時00分 150

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ掛川駅

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

5 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

その識見を活かした適切なアドバイスをいただきましたので、特に要望事項はございません。

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（２日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

掛川市

教育部図書館

436-0079　静岡県掛川市1148-1

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

岡本 真

B.大変満足できるレベル

掛川市掛川１１４８－１

掛川市立中央図書館

徒歩

人数

職員

新たな時代に対応し、市民の暮らしやまちづくりに役立つ図書館としての運営方針を策定するために
職員自身が認識を新たにするとともに、多くの市民からの意見を収集することが重要となっている。
また、今後の図書館サービスの重要な要素であるICTの効果的な活用方法についての研究・検討も必
要である。

第2日目は「詰めるセッション」として、1日目のワークショップに参加した職員5人と情報化アドバ
イザーで話し合われた内容について議論を深化させ、3日目の市民ワークショップに向けて、図書館
として市民の皆さんと対話したい点を抽出する。

ＶＭＳＯ（「Vision」：実現すべき未来、「Mission」：達成すべき使命、「Strategy」：実施すべ
き戦略、「Object」：到達すべき目標）方式によるワークショップ形式で、1日目のワークショップ
で出された課題について、社会状況の変化と全国の図書館の実践例から、公民連携やＩＴ活用の可能
性について、支援していただいた。

第1日目のテーマのうち、10点については「掛川市立図書館の未来構想」として、それぞれ「未来構
想のテーマ」「職員で議論したこと」「市民のみなさんとともに考えたいこと」に整理された。

第1日目のテーマのうち、「資料の保存、廃棄と活用」「よいおはなし会にするには」の2点は図書
館の中で解決できる課題として、市民のみなさんとのワークショップにおけるテーマから外して、館
内で検討を進めることにした。

○掲載可

第１日目と同様、貴重な資料の保存と廃棄については、県立中央図書館や他の図書館との連携が必要
である。



アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

④特になし

⑤特になし

④予算以外で、今後取組む事項がある

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。
職員同士の少人数の会議で会議の中や後日でも意見聴取できるため、アンケートは行わなかった。前
日とはまた違い、職員全体の意見を把握でき、アドバイザーの意見もじっくり聞くことができて有意
義だったという意見が多数であった。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年3月19日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 掛川市長　松井三郎

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail toshokan@city.kakegawa.shizuoka.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成30年1月27日 13時30分 16時00分 150

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ掛川駅

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

23 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（３日目の具体的な内容をご記入下さい）

掛川市立中央図書館

徒歩

○掲載可

人数

一般

新たな時代に対応し、市民の暮らしやまちづくりに役立つ図書館としての運営方針を策定するために
職員自身が認識を新たにするとともに、多くの市民からの意見を収集することが重要となっている。
また、今後の図書館サービスの重要な要素であるICTの効果的な活用方法についての研究・検討も必
要である。

３日目は「混ぜるミッション」として、市民の参加をいただき、未来構想のテーマと、そのテーマに
ついて職員で議論したこと、市民のみなさんとともに考えたいことを伝え、掛川市立図書館が市民の
暮らしや地域課題の解決に貢献できる存在となるための課題を明らかにし、今後の運営の方向性につ
いて職員と市民の認識を深め、公民連携の可能性を探り、図書館の基本的運営方針に反映していく。

市民向けに「現在の図書館の置かれた状況、これからの図書館の可能性と課題、特にＩＣＴ活用の可
能性、大状況としてある人口減や財源縮小に対する方策」について、共通テーマとして公民連携（Ｐ
ＰＰ）について、アドバイザーからミニレクチャーを受けたあと、前日に集約された「ＩＣＴ活用」
「公民連携の方策」「図書館の基本的な役割」などのテーマについて職員と市民によるワークショッ
プの進行を支援していただいた。利用者との交流の場づくり、図書館フェスティバルのあり方につい
ても提案いただいた。

「移動図書館」ではスーパーや病院、ドラッグストアが対象としてあげられた。「無書店地域」では
移動書店や図書館による本の仲介の提案があった。「図書館の基本的役割」ではトークイベントの開
催の提案があった。このほか、デジタルアーカイブの内容、公共図書館に学校図書館支援センターを
設置することの可能性、市民同士の話し合いの場を設けること、市民のパートナー団体設立、カフェ
運営、図書館を調べごとの場ととらえることなど市民から多くの意見、提案が寄せられ、計画策定の
参考となった。

掛川市掛川１１４８－１

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（３日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

掛川市

教育部図書館

436-0079　静岡県掛川市1148-1

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

岡本 真

B.大変満足できるレベル

その識見を活かした適切なアドバイスをいただきましたので、特に要望事項はございません。



　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

⑤特になし

職員が直接ワークショップに参加して意見聴取できるため、アンケートは行わなかった。参加者は２
０代から７０代まで幅広く、大変好評だった。図書館のみならず行政がこうしたワークショップの場
を持つこと自体を評価する意見があった。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

④予算以外で、今後取組む事項がある

④特になし

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。

話し合ったテーマを計画にどう盛り込み、今後どう具体化していくか、とりわけ公民連携をどのよう
に進めていくかが今後の課題となった。アドバイザーからは毎月1回「交流フロア運営会議」を開い
ている伊丹市立図書館のように事前申込不要で気軽に参加できる事例が紹介され、「かけがわ図書館
フェスティバル」についても今後詳細な提案書をいただくことになった。

現時点で可能性はないが、問題意識は共有できるので、近隣３市や5市１町で構成する連絡協議会
で、移動図書館の運行場所などについて調査・意見交換を図りたい。
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