
《1》運営方針

　　【基本方針】
播磨町立図書館は、播磨町の地域住民の情報拠点として、地域の人々の求める資料の収集・
整理・提供・保存に努めていきます。
乳幼児から高齢者、障がいをお持ちの方、外国人などの様々な地域住民のためのサービスを
行っていきます。また、生涯学習の場としての活用と推進に努めていきます。
播磨町の読書活動推進のために、読書につながる、図書館とつながるサービスを
行っていきます。
図書館が地域のコミュニティの活動拠点として、人と人とがつながる交流施設となり、
図書館と利用者が、ともにささえあい、協力して、よりよい図書館作りを目指していきます。

　　【30年度の施策】
図書館を利用していない方への図書館サービスの積極的な広報（周知）と利用促進
（新規登録会、町内高齢者施設への宅配サービスなど）、利用が困難な障がい者への
サービスの充実
「第9回播磨町図書館を使った調べる学習コンクール」の更なる発展、電子図書館の利用促進
とホームページ・電子図書館を利用した郷土資料の活用や調べる学習コンクールの作品の
活用、学校園との連携の促進（学習支援・読書推進など）、地域施設（郷土資料館・
中央公民館）との連携、行政機関（播磨町役場、播磨町社会福祉協議会）との連携による
地域サービスの拡充、団体（ボランティア）との協力、子育て支援（子育て支援センター）との
連携、放課後支援（読み聞かせ）、家庭支援（家族で読書をする家読の推進）における
児童サービスの充実、高齢者サービス（宅配貸出）
多文化サービス（在日外国人への協力・支援）に重点をおいた図書館運営を行っていきます。

《2》職員構成（平成31年3月31日現在）

1、 スタッフ数 13名

2、 職員構成 館長(1)、チ－フ(1)、サブチ－フ（2）、スタッフ（9）

3、 司書資格者数 9名
4名

司書率 70%

《3》兵庫県図書館協会等の会議・研修

1、 兵庫県立図書館　「平成30年度　図書館等職員研修講座（新任研修）」
日時： 5月31日(木）　10：30～16：10
場所： 兵庫県立図書館1階　第1研修室及び第2研修室
内容： 「図書館サービスの基本について」「資料の取り扱い方について」

「著作権法入門」「蔵書検索入門」

2、 播但図書館連絡協議会　「平成30年度　播但図書館連絡協議会　総会」
日時： 6月5日(火）　14：00～16：00

場所： 加古川市立中央図書館　2階　視聴覚室

内容： ①平成29年度事業報告・収支決算報告（監査報告）について

②平成29年度播但図書館連絡協議会役員等の選出について

③平成30年度事業計画・収支予算について　他

3、 兵庫県図書館協会　「講演：平成29年度　図書館等職員研修講座（館長研修）」
日時： 6月22日（金）　13：00～14：40

場所： 兵庫県立図書館　第2研修室

内容： テーマ「これからの図書館像－社会の変化と図書館の可能性－」
講師：常世田　良　氏（立命館大学　文学部　教授）

司書資格を有する者
司書資格を有しない者　　　　　
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4、 兵庫県図書館協会　「平成30年度　市町間相互貸借事業委員会　総会」
日時： 6月22日（金）　14：55～15：25

場所： 兵庫県立図書館　第2研修室

内容： ・報告事項

①平成29年度事業報告及び決算と監査報告について

②平成30年度市町間相互貸借資料仕分け作業委託業者選定について

③平成30年度市町間相互貸借事業実施に伴う市町参加館別負担額

・審議事項
　平成30年度事業計画及び予算について

5、 兵庫県図書館協会　「平成30年度　兵庫県図書館協会図書館活動功労者表彰」
日時： 6月22日（金）　15：25～15：40
場所： 兵庫県立図書館　第2研修室
内容： 永年（15年以上）勤務した者（兵庫県図書館協会表彰規程第2条3号）

6、 兵庫県図書館協会　「平成30年度　兵庫県図書館協会　総会」
日時： 6月22日（金）　15：40～16：40
場所： 兵庫県立図書館　第2研修室
内容： ・審議事項

①平成30・31年度役員について
②平成29年度事業報告及び決算と監査報告について
③平成30年度事業計画及び予算について
④平成30年度全国図書館大会剰余金特別会計の執行について
・報告事項
①事業担当委員の委嘱について
②平成30年度兵庫県読書推進運動協議会役員会報告

7、 東播臨海地区図書館連絡協議会
「平成30年度　東播臨海地区図書館連絡協議会　代表者会」
日時： 7月4日（水）　15：00～16：45
場所： いなみ文化の森　ふれあい交流館1階　研修室1
内容： ①広域利用状況について

②各館の近況・協議事項・意見交換　他

8、 播但図書館連絡協議会　「平成30年度　研修企画委員会」
日時： 7月10日(火）　13：30～16：00
場所： 明石市立西部図書館　2階会議室
内容： ①播但図書館連絡協議会の研究集会について

②兵庫県図書館協会の研究集会について

9、 兵庫県図書館　「リニューアル記念講演」
日時： 7月15日（日）　14：00～15：30

場所： 兵庫県立図書館　研修室

内容： テーマ「図書館の上手な使い方」
講師：中野　雅至　氏（神戸学院大学　現代社会学部　教授）

10、 東播磨地区図書館等連絡協議会　「平成30年度　東播磨地区図書館等連絡協議会」
日時： 7月19日（木）　14：00～17：00
場所： 加東市中央図書館　2階・会議室
内容： ①平成30年度役員改選について

②平成29年度利用状況及び29・30年度の図書費等の状況について
③検討協議事項
④その他情報等
⑤その他情報交換

11、 兵庫県図書館協会「会報編集委員会」
日時： 7月27日(金）　14：00～15：00
場所： 加古川市立中央図書館
内容： 会報113号（2018年10月）の発行について
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12、 兵庫県立図書館　「平成30年度　図書館等職員研修講座　レファレンス研修（初級編）」
日時： 9月13日(木）　10：30～17：00
場所： 兵庫県立図書館　研修室
内容： テーマ『レファレンスの実務』

「レファレンスの基本」
「レファレンス・サービスは図書館の顔。誇りを持って」
「国立国会図書館研修報告　レファレンス・サービス研修」
「レファレンス演習及びワークショップ」

13、 兵庫県図書館協会　「平成30年度　地区別研修会【東播磨地区】」
日時： 9月21日(金）　13：30～16：30
場所： 兵庫県立図書館　第2研修室
内容： ・地区別研修会

テーマ「効果的な広報～図書館ＰＲの効果的な方法、魅力的なチラシ、
　　　　　図書館だよりの作り方～」
講師：増田　幸美　氏（株式会社ペンコム　代表取締役）
・情報交換会
テーマ①　「平成30年度の各館取組状況と今後の計画について」
テーマ②　「効果的な広報について」

14、 兵庫県図書館協会　「平成30年度　地区別研修会【神戸・阪神地区】」
日時： 10月18日(木）　13：30～16：30
場所： 神戸市立中央図書館　3階　閲覧室2
内容： ・地区別研修会

テーマ「著作権」
講師：仲井　德　氏（ひょうご図書館研究員）
・情報交換会
テーマ①　「平成30年度の各館取組状況と今後の計画について」
テーマ②　「著作権について」

15、 播但図書館連絡協議会　「平成30年度　播但図書館連絡協議会　研修会」
日時： 11月9日(金）　14：30～16：30
場所： 明石市立西部図書館　2階　研修室
内容： テーマ「図書館カウンターでの危機管理：こんなとき110番できますか?!」

講師：中沢　孝之　氏（草津町教育委員会事務局学校教育係長）

16、 兵庫県図書館　「リニューアル記念講演」
日時： 11月11日（日）　14：00～15：30

場所： 兵庫県立図書館　研修室

内容： テーマ「『十五少年漂流記』の舞台の謎」
講師：田辺　眞人　氏（園田学園女子大学　名誉教授、兵庫県史編纂委員）

17、 大阪公共図書館協会　「第66回（2018年度）大阪公共図書館大会」
日時： 平成30年12月6日（木）
場所： 大阪市立中央図書館　大会議室
内容： テーマ「自然災害から図書館を守る」

①研究委員会発表：「どうしてますか？地域資料～アンケート
「地域資料の収集・整理・保存・活用について」～より」

②研究委員会発表：「各自治体での学校司書の配置状況と課題、
研修会等について」

③基調講演：「近年の被害事例から学ぶ図書館の安全」
講師：川島　宏　氏（株式会社栗原研究室　代表）

④大阪北部地震による被害状況報告
大阪府立中之島図書館　西尾　恵一　氏
寝屋川市立中央図書館　尾﨑　安啓　氏
高槻市立中央図書館　平井　智子　氏

⑤講演：「大阪府における災害リスクとその備えについて」
講師：大阪府　危機管理室　防災企画課

18、 兵庫県図書館協会　「平成30年度　兵庫県図書館協会　第2回　研究集会」

4 



日時： 平成31年1月17日(木）　14：00～16：00
場所： 加古川市立中央図書館　2階視聴覚室
内容： テーマ「災害に備える図書館の危機管理」

講師：川島　宏氏（株式会社栗原研究室代表取締役設計室長）

19、 丹波市立図書館　「平成30年度　丹波市子ども読書推進講座　第1回」
日時： 平成31年1月19日(土）　13：30～15：00

場所： 丹波市立中央図書館　1階　視聴覚室

内容： テーマ「図書館員として子どもに選んだ本」
講師：小寺　啓章　氏（ノートルダム清心女子大学非常勤講師）

20、 東播臨海地区図書館連絡協議会
「平成30年度　東播臨海地区図書館連絡協議会　実務担当者会」
日時： 平成31年1月31日（木）　14：00～16：00
場所： いなみ文化の森　ふれあい交流館1階　研修室2
内容： 実務担当者による意見交換会

21、 丹波市立図書館　「平成30年度　丹波市子ども読書推進講座　第2回」
日時： 平成31年2月16日(土）　13：30～15：00

場所： 丹波市立中央図書館　1階　視聴覚室

内容： テーマ「おはなし会で大切なもの」
講師：小寺　啓章　氏（ノートルダム清心女子大学非常勤講師）

22、 加古川市立中央図書館　「平成30年度　子ども読書講演会」
日時： 平成31年2月24日(日）　10：30～12：00

場所： 加古川市立中央図書館　2階　視聴覚室

内容： テーマ「ロシアの絵本～明るい未来社会は、子ども達が創り出す～」
講師：田中　泰子　氏（ロシア文化研究会「カスチョールの会」代表）

23、 高砂市立図書館　「子どもと読書　講演会」
日時： 平成31年2月24日(日）　13：30～15：00

場所： 高砂市立図書館　2階多目的スペース

内容： テーマ「子どもと楽しむ物語世界」
講師：畠山　兆子　氏（梅花女子大学大学院　教授）

《4》施設概要
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1、 位　　　置 兵庫県加古郡播磨町東本荘1－5－55
2、 敷地面積 １，１２３　㎡
3、 延べ面積 １，１８４　㎡
4、 構　　　造 鉄筋コンクリ－ト　２階建

<建物面積内訳> １階 一般閲覧室 403 ㎡
児童コ－ナ－ 88 ㎡

（１階小計） 643 ㎡
2階 参考図書資料室 93 ㎡

視聴覚室 50 ㎡
学　習　室 71 ㎡
事　務　室 61 ㎡
書　　　庫 71 ㎡

（2階小計） 541 ㎡

<１階> ●一般開架室 ・一般書、文庫本、ＡＶ資料、雑誌、新聞（当日分）
・コンピュ－タコーナー、生活情報コーナー、旅行ｶﾞｲﾄﾞコーナー
・ＹＡコーナー（なるにはＢＯＯＫＳコーナー）
・新着図書コ－ナ－、特集コ－ナ－、展示コ－ナ－
・宮部文庫コーナー（平成26年3月開設）

●児童コ－ナ－ ・児童書、絵本、紙芝居、一般書（児童関連本）
・児童閲覧スペース（絵本をたのしむ会、ひよこのおはなし会）
・宮部文庫コーナー（平成26年3月開設）

●授乳室

<２階> ●参考図書資料室 ・辞（事）典、年鑑、便覧、ハンドブックなどの参考図書
･郷土資料
･行政資料
・展示コーナー

●新聞閲覧コ－ナ－・新聞（1ヶ月分）

●視聴覚室 ・おはなし会、ビデオ上映会、紙芝居
・親子でたのしむわらべうた
・人形劇、パネルシアタ－、アニマシオン
・英語ＤＥえほん
・朗読ライブ、大人のためのおはなし会
・はりま読書の会、講演会　他

●学習室 ・学　習
･夏休みおもしろ教室
・リサイクル・ブックフェア　他　

●ガラス展示架コーナー

●事務室

●開閉式書庫
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