
指定管理者評価シート

施設名 赤塚図書館

指定管理者名 株式会社図書館流通センター

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社図書館流通センター

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 300,000 310096
展開した事業含め、継続した来館に繋げる
ことができた 3

貸出し 貸出点数 304,500 269231
事業等の来館と連携した形で資料貸出に繋
げることができなかった 2

対面朗読 1 0 1

実施回数 22 0 1

宅配サービス 1 1 3

実施回数 30 26 2

評価指標

利用者の増加

障がい者
サービス

登録利用者体調不良によりサービスを休止
中
新しい利用に向けたPRを検討していく

体調により図書館に来館されているため、
窓口でのサービス提供も行っている

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。



郵送サービス 0 3

実施回数 0 3

（具体策）
出張おはなし会
出張朗読会

実施回数 1 9

23

目標値

対象数 16 20 4

実施回数 6 7 4

調べ学習
コンクール

応募作品数 200 47
学校において審査していただいていることも
あり、図書館へ届く段階で作品が厳選され
ている

1

連携学校数 3 3 3

実施回数 3 3 3

（具体策） 担当校への団体貸出

（実施数） 1,700 2133

（具体策）
意向調査・学習支援
など

実施回数 1 2

（具体策） テーマ展示

実施回数 4 5

28

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

テーマを設定し、自館資料とあわせての展
示をすることができた 4

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策
ブックトークと併せた団体貸出を実施するこ
とができた 4

教職員研修

調べる学習についての意向調査を行い、学
習支援のため出張授業を行った
中学校との連携企画である座談会を継続し
て開催することができた

5

評価指標

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

担当校からの要望を含め、学年に合わせた
取り組みができた

図書委員会等
連携を視野に入れ、要望も取り入れた実施
ができた

5

基本理念 説明

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価

利用者の増加
障がい者
サービス

利用者自身でも手続きができるため、PRも
あわせて行っていく

区民サービスの質向上 空白域対策 要望を含め、定期的な連携が取れている



目標値

（具体策）
講演会・ワークショッ
プなど

実施回数 31 35

参加人数 2,930 3136 3

（具体策）
テーマ展示＋パスファイ
ンダー作成

提供数 8 9

（具体策）
朗読会・コンサート等地
域団体の発表

実施回数 5 9

16

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 22 24 定期的な貸出に繋げることができた 3

事業例 郷土資料館等との協同

実施回数 3 3
関係団体との協同 協同事業

事業等、関係機関と連携しながらの展開が
できた 3

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

地域で活動されている方やサークル等と継
続した連携による事業展開ができた 5

基本理念 説明

事業認知度、利用者増

講座（イベント）
展開する各事業の実施だけではなく、PRに
ついても地域紙や町会との連携を図ること
ができた

4

情報提供
展示とあわせたテーマのパスファインダー作
成やブックリストを作成、配布した 4

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念 説明



（具体策） 地域めぐり・ワークショップなど

(実施数) 3 4

11

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 12,800 16458
各事業の当日の様子や図書館からのお知
らせなど、情報提供に努めた 4

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 2,670 2945

スタッフ間の引継ぎとメモ等による周知で各
レファレンスに対応できた 4

（具体策） 閲覧用PC利用

実施回数 3,700 3964

11

サービス水準評価計 89

１００点満点換算 65.9

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

区民サービスの質向上 IT機器の活用
提供データベースの利用も含めた形でサー
ビス展開することができた 3

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 地域貢献 地域特色を生かした展開にすることができた 5



施設名 高島平図書館

指定管理者名 株式会社図書館流通センター

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社図書館流通センター

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 477,000 545,298
利用者ニーズを意識した図書館
サービスを実施した。

4

貸出し 貸出点数 520,000 506,856
調べる学習用資料、高齢者向け資
料の需要に対応できなかった。

3

対面朗読 9 128 5

実施回数 280 376 5

宅配サービス 2 13 5

実施回数 25 18 2

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

利用者の増加

障がい者
サービス

定期利用者の高齢化により減尐傾
向にあるが、バリアフリー映画会な
どの障がい者向け事業を実施し、
サービスの周知を行った。



郵送サービス 1 10 5

実施回数 24 15 1

（具体策） みんなの本の広場

実施回数 1 1

33

目標値

対象数 5 14 5

実施回数 4 8 5

調べ学習
コンクール

応募作品数 40 53
講座実施と出張授業による生徒へ
の意識づけを行った。

5

連携学校数 1 1 3

実施回数 1 1 3

（具体策） 担当校への団体
貸出

（実施数） 320 755

（具体策） 意向調査・学習支
援など

実施回数 1 11

（具体策） テーマ展示と地域
への団体貸出

実施回数 3 12

36

利用者の増加
障がい者
サービス

定期利用者の高齢化により減尐傾
向にあるが、バリアフリー映画会な
どの障がい者向け事業を実施し、
サービスの周知を行った。

区民サービスの質向上 空白域対策
新河岸地区への実施のみにとど
まった。

3

基本理念 説明

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

単元に合わせたブックトーク、出張
授業での連携が増加した。

図書委員会等

情報共有だけでなく、修理及び装備
など実務を中心にした講座を実施し

た。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策
単元に添った内容の提案を行い、
増加につなげた。

5

教職員研修
連携内容の周知を中心に実施し
た。

5

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

毎月児童コーナーの特集展示に合
わせた資料の展示を実施した。

5



目標値

（具体策） 講演会・ワーク
ショップなど

実施回数 48 96

参加人数 2,200 3,089 利用者ニーズを意識した事業を多く実施した。 5

（具体策） テーマ展示＋関
連資料作成

提供数 6 10

（具体策） 福祉施設、サーク
ルの作品展示

実施回数 6 7

19

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 12 6 児童館から学童クラブが移転になり
実施数に影響が出た。

1

事業例 自治会・公共機関
との協同

実施回数 3 17

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

図書館単独の事業のほか、地域団
体との連携事業を増やすことで回数
を増加できた。

5

情報提供
利用者に身近な課題をテーマにした
展示を行い、パスファインダーを作
成配布した。

5

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

地元サークル、支援学校に呼びか
けた。

4

基本理念 説明

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

関係団体との協同 協同事業
自治会や公文書館等との連携を増
やした。

5



（具体策） サークル・企業等
の紹介

(実施数) 6 9

11

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 13,850 21,831 パスファインダーをダウンロードできるように改善した。 5

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 10,150 10,337 パスファインダーを作成配布し、

サービスの周知を行った。
3

（具体策） OPAC等利用促
進策

実施回数 2 2

11

サービス水準評価計 110

１００点満点換算 81.5

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

区民サービスの質向上 地域貢献 サークル、企業に呼びかけた。 5

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 IT機器の活用
小学生向けのOPAC講座、OPAC利
用案内の掲示を実施した。

3



施設名 成増図書館

指定管理者名 株式会社図書館流通センター

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社図書館流通センター

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 364,000 317,990
新着本コーナーや事業の認知度がやや低
く、PRが不足していたことも原因かと考えら
れる。

2

貸出し 貸出点数 403,000 368,881
目標に達することはできなかったが、ミニ展
示の活用により次年度への効果が期待され
る。

3

対面朗読 1 1
前年度と同じサービスを継続して提供するこ
とができた。 3

実施回数 48 46
ご都合のため予定していた日程を利用され
なかったことにより実施は尐なかった。 3

宅配サービス 3 3
前年度と同じサービスを継続して提供するこ
とができた。 3

実施回数 53 51
ご希望の資料の準備に時間がかかる場合
もあるため、今後は素早い提供を心掛け
る。

3

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

利用者の増加

障がい者
サービス



郵送サービス 0 0 郵送サービスについて周知に努めた。 3

実施回数 0 0 郵送サービスについて周知に努めた。 3

（具体策） 出張おはなし会

実施回数 1 1

26

目標値

対象数 27 26 3

実施回数 14 14 3

調べ学習
コンクール

応募作品数 110 54
作品数増に繋げることが出来なかったが、今年度
は担当校への説明会を実施し、直接多くの児童に
対し、調べる学習の進め方を伝えることができた。

1

連携学校数 2 1 1

実施回数 2 1 1

（具体策）
担当校への
団体貸出

（実施数） 1,200 936

（具体策）
意向調査・
学習支援など

実施回数 1 2

（具体策）
洋書の活用など
テーマ展示

実施回数 7 11

21

利用者の増加
障がい者
サービス

区民サービスの質向上 空白域対策
福祉施設に向けて民話の読み聞かせや篠
笛の演奏等、読書に親しんでいただけるよう
出張おはなし会を実施した。

3

基本理念 説明

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

学級数はわずかに目標に届かなかったが、
継続してブックトークを行っている担当校に
対し、多様な資料を紹介し、読書推進に取り
組むことができた。

図書委員会等
目標値には届かなかったが、実施した懇談
会は有意義な内容が好評を得て次年度へ
つなげることができた。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策
担当校の要望に沿った資料提供を実施した
が、今後もサービスの周知に努める。 2

教職員研修
研究授業への参加やYA向けの書評座談会
の開催において、図書館としての支援を行う
ことができた。

5

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

継続して実施している洋書絵本展示や
絵本館との連携事業において外国絵本に興
味を持っていただけるよう、積極的に活用し
た。

5



目標値

（具体策）
講演会・ワークショップな
ど

実施回数 19 32

参加人数 1,050 1,232 4

（具体策）
テーマ展示＋パスファイ
ンダー作成

提供数 8 14

（具体策）
朗読会など地域団体に
よる発表

実施回数 2 5

19

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 8 4
サービス提供の施設を増やしていくことができな
かったが、ニーズに応じた資料を提供することは
できた。

1

事業例 KICCなどとの協同

実施回数 8 13

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

英語や方言でのお話し会や大人のための
朗読会、親子で楽しめるワークショップ等、
幅広い層に向けた多彩な企画で多くの利用
者に参加いただいた。

5

情報提供

展示と連動したYA向けおすすめブックリスト
の作成や秋の読書週間におけるブックリス
ト、生物多様性についてのパスファインダー
において、多様な資料の情報を定期的に提
供した。

5

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

区内で活動してる団体による朗読会の開催
や板橋の民話についてのおはなし会開催等
の場を提供できた。

5

基本理念 説明

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

関係団体との協同 協同事業
区内企業の製品紹介や区内施設との連携
による事業の展開など積極的に地域と関
わった。

5



（具体策）
赤塚諏訪神社の獅子舞
紹介

(実施数) 5 9

11

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 14,850 23,202
常に新しい情報を発信をできるよう、こまめ
な更新に気を配った。 5

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 6,240 6,509

資料検索や読書相談の窓口として親しみや
すい接遇を心掛けた。 3

（具体策） 閲覧用PC利用

実施回数 4,620 4,316

11

サービス水準評価計 88

１００点満点換算 65.2

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

区民サービスの質向上 地域貢献

児童館や0・1・2ひろば等にご協力いただ
き、出張おはなし会の開催や獅子舞等の伝
統を見ていただく機会を作り、区民サービス
の向上を図ることができた。

5

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 IT機器の活用

スマートフォンやタブレットの普及も館内PC
利用率に影響しているかと思われるが、導
入データベースの認知度アップも含め活用
促進に努めたい。

3



施設名 清水図書館

指定管理者名 株式会社ヴィアックス

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社ヴィアックス

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 141,600 150,497
イベントの実施、工夫した資料展示等が奏
功し増加 　 　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

貸出し 貸出点数 124,200 121,179
来館者の増加を、貸出点数の増加に結び付
けられなかった。今後は更なる努力が必
要。

 　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

（具体策）
聴覚補助スピーカー
を使用したイベント実
施

実施回数 1 0

小計　　　　　　　　　　7点

利用者の増加

障がい者
サービス

落語会ではマイクを使用したので、聴覚補
助スピーカーは使用せず。 　　  ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。



目標値

対象数 7 15  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 42 58  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

調べ学習
コンクール

応募作品数 20 7
志村三小で出張出前講座を実施するも「自
由研究」の延長の感を払拭できなかった。志
村一小は読書感想文に注力した由。

 　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

連携学校数 1 2  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 2 2  　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

（具体策）
中学生向けYA誌発
行、1日図書館員・保
護者向け講演会

（実施数） 4 5

（具体策）
調べ学習・読書感想
文支援

実施回数 1 1

（具体策）
ミニブックフェア・ミニ
展示会

実施回数 2 2

小計　　　　　　　　　　29点

　　  １ 　 　２  　　３  　　④  　　５

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

春は地域センターの集会室を借りて1日、秋
は館内の展示コーナーにて１週間、それぞ
れ実施した。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

管轄内の小学校2校で実施。担当教諭等と
の連携強化を図り、かつ協力も得られた為
増加。

図書委員会等
担当教諭等との連携強化を図ったことが奏
功した。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策

中高生向けのおすすめ本リスト「発信！YA
部」を発行、志村一中全生徒に配布し読書
活動を推進。また、1日図書館員を実施し、
図書館に親しめる活動を実施。

教職員研修
4館合同で小学校教職員向けDVDを作成
し、配布済み。

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念 説明



目標値

（具体策）
家庭教育支援、子ど
も・高齢者・IT関連講
座、展示

実施回数 11 12

参加人数 840 872  　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

（具体策）
パスファインダー提
供・展示

提供数 3 3

（具体策）
あいキッズ工作会等
の展示

実施回数 1 1

小計　　　　　　　　　　12点

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 9 13
あいキッズ、保育園との連携強化を図り増
加  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

事業例
児童館、あいキッズお
話会

実施回数 10 13
関係団体との協同 協同事業 あいキッズや児童館との関係を強化した。 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

志村学園高等部の実習教材として、弊社４
館合同で作成しているリストの印刷を依頼
し、担当地域の中学校へ配布した。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

基本理念 説明

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

「ミニミニボローニャブックフェア」「夏休みこ
うさくひろば」「影絵劇」「落語会」「古文書講
座」等を企画、HPや区広報のみならず、カウ
ンターでの積極的な勧誘活動も奏功した。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

情報提供
日頃のレファレンス記録より要望の多い課
題について作成し、リストの配布、HP上での
情報発信を実施した。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標



（具体策）
産業、史跡、歴史等、
特別展示

(実施数) 1 1

小計　　　　　　　　　　13点

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 17,100 26,530
HPでの事業の周知に加えて、フェイスブック
を活用した展示などの情報発信を行った。  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 1,795 1,418

レファレンスカウンターが無いため、混雑時
等は声を掛け難いことも推察する。利用者
のニーズを逃さない努力が必要。

 　　 １ 　 　②  　　３  　　４  　　５

（具体策） タブレットPC講習会

実施回数 1 0

小計　　　　　　　　　　8点

サービス水準評価計 69点

１００点満点換算 65.7点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

区民サービスの質向上 IT機器の活用
日程調整がつかなかった為未実施、来年度
は実施を計画中。 　　  ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 地域貢献 公文書館との連携を図った。 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５



施設名 蓮根図書館

指定管理者名 株式会社ヴィアックス

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社ヴィアックス

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 221,200 216,533

微減となった。月平均５００人程度の減で、
日にすれば１７～８人の減である。毎日のよ
うに来館し長時間ご利用いただいていた高
齢者の方々の減と思われる。

　 　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

貸出し 貸出点数 307,500 292,728
ほぼ昨年同様の数値であり、目標値には届
かなかった。  　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

対面朗読 1 2 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 16 46 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

宅配サービス 1 1 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

実施回数 57 65 　　  １ 　 　２  　　３  　　④  　　５

郵送サービス 1 1 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

実施回数 57 59 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

利用者の増加

障がい者
サービス

１名が途中からお休みされたが、もう１名が
継続してのご利用だったため、目標値を上
回る結果になった。

利用者との密な連絡により、実施回数を増
やすことができた。

利用者の増加
障がい者
サービス

継続してご利用いただいているが、昨年か
らの維持に留まっている。

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。



（具体策）

地域センター・児童館等
への二次利用資料提
供、閲覧サービス、お話
会実施等

実施回数 1 15

小計　　　　　　　　　　34点

目標値

対象数 4 4  　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

実施回数 2 4  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

調べ学習
コンクール

応募作品数 290 422
中学校が夏休みの宿題として出品していた
だけたため、大幅な増となった。  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

連携学校数 1 2  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 1 2  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

（具体策）
中学生向けYA誌発
行、1日図書館員・保
護者向け講演会

（実施数） 4 7

（具体策）
調べ学習・読書感想
文支援

実施回数 1 1

（具体策）
お話し会での活用・ミ
ニ展示会

実施回数 3 5

小計　　　　　　　　　　36点

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

絵本館資料と貸出可能な児童書のテーマ展
示は趣向の広がりがありご好評いただいて
いる。映像資料の利用も人気がある。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

職場体験の生徒を4校から受け入れた。

図書委員会等
図書担当の先生のご協力により、二小学校
の図書委員会と実施できた。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策
中学生向けＹＡリストの発行・配布、小学校
高学年の児童を対象とした一日図書館員等
実施した。

教職員研修

文書での利用案内はお持ちしているが、ご
存じない先生が多く、忙しい先生方により図
書館を活用していただくために、ご案内のＤ
ＶＤを作成し、担当小学校に配布した。

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 空白域対策

昨年に続き、舟渡ホールには二次利用資料
の提供ができた。志村坂下保育園には継続
してお話会に出向くことができ、団体貸出も
希望に沿って実施できた。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

基本理念 説明



目標値

（具体策）
家庭教育支援、子ど
も・高齢者・IT関連講
座、展示

実施回数 19 51

参加人数 2,200 3,661  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

（具体策）
パスファインダー提
供・展示

提供数 3 3

（具体策）
サークル団体等作品
展示

実施回数 1 7

小計　　　　　　　　　　18点

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 23 27
志村橋児童館、老人施設シェモア西台に継
続して貸出を実施した。  　　 １ 　 　２  　　３  　　④  　　５

事業例
消防署、地域団体、
あいキッズ

実施回数 9 15
関係団体との協同 協同事業

舟渡小あいキッズは定期的に、志村坂下小
あいキッズは夏休みにお話会等実施した。
志村健康福祉センターや志村消防署とも実
施できた。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念 説明

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

読み聞かせをしているボランティアグループ
の発表や、折り紙や絵画作品等地域の方々
の発表の場となった。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

対象年齢を決めたお話会、紙芝居講演や源
氏物語朗読会、スタンプラリー等は楽しみに
してご参加いただけており、口コミで参加者
も増加している。さらに図書館資料ではない
展示の工夫により、参加者の増に繋がっ
た。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

情報提供

今年度は関心の高いテーマ（防災・災害、労
働・就労、観光）で提供。昨年提供したもの
と合わせ６テーマになるが、どれも利用度は
高い。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標



（具体策）
産業、史跡、歴史等、
特別展示

(実施数) 1 2

小計　　　　　　　　　　14点

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 15,650 28,003
週替わりのテーマ展示等フェイスブックをま
めに更新することで増となった。  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 2,240 2,267

目標値と同程度となった。昨年作成のパス
ファインダー「図書館で調べる」は利用が多
く、ご自身で探す参考になっていると思われ
る。

 　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

（具体策） ポプラディア体験会

実施回数 1 1

小計　　　　　　　　　　11点

サービス水準評価計 113点

１００点満点換算 83.7点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

区民サービスの質向上 IT機器の活用
タブレット型ＰＣ体験会になったが、参加申し
込みは多く、関心の高さがわかった。 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 地域貢献
公文書館資料で借用した『いたばしの加賀』
や、いたばしカルタで紹介した史跡等の写
真展示で区内の紹介ができた。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤



施設名 西台図書館

指定管理者名 株式会社ヴィアックス

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社ヴィアックス

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 209,000 188,887
最寄駅から遠く、高台にある立地も影響して
新規来館者の拡大に苦慮している。 　 　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

貸出し 貸出点数 280,800 252,748
館内5ヶ所の特集展示は好評で利用も多い
が、年間を通してみると貸出数の大きな伸
びはなかった

 　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

対面朗読 1 0  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

実施回数 1 0  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

宅配サービス 1 2 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 1 21 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

郵送サービス 1 0 　　  ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

実施回数 1 0 　　  ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

利用者の増加

障がい者
サービス

毎月の館だよりで継続してご案内をしている
が、駅から遠く、坂道の多い地理的条件も
あって障がい者単独での来館が難しいよう
である。

来館が難しく、宅配で本を楽しみたいという
高齢者の方に大変喜ばれている。

館だより、館内掲示など継続してご案内を
し、利用に結び付けていきたい。

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。



特別支援学校連
携
（団体貸出回数）

1 10
志村学園とは貸出にとどまらず、読み聞か
せ・印刷等、学校との良好な関係作りができ
ている。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

（具体策）

地域センター・児童館等
への二次利用資料提
供、閲覧サービス、お話
会実施等

実施回数 1 1

小計　　　　　　　　　　28点

目標値

対象数 6 20  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 3 47  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

調べ学習
コンクール

応募作品数 610 415
応募目標数には遠く及ばなかったが、全校
を挙げての参加や、全国コンクールでの上
位入賞作品もあり、うれしい結果となった。

 　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

連携学校数 7 1  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

実施回数 17 1  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

（具体策）
中学生向けYA誌発
行、1日図書館員・保
護者向け講演会

（実施数） 4 11

（具体策）
調べ学習・読書感想
文支援

実施回数 1 1

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

志村学園での毎月の読み聞かせ、志五小・
徳丸小でのブックトークは大変好評である。
すでに新年度の予定もいただいている。

図書委員会等
昨年度は準備不足で未実施であったが、今
年度は1校で図書委員の児童向けにアニマ
シオンを行い、先生方にも好評であった。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策

中高生向けリストを年3回発行している。リス
ト掲載の本のブックトークを担当中学校で行
い、学校図書室の利用が伸びたと校長から
報告をもらった。読み聞かせのボランティア
向けの講座を開催、参加者から区のボラン
ティア登録者も出た。

教職員研修
4館合同で教職員向けのDVDを制作、担当
小学校に配布した。次年度は中学校の教職
員向けのDVD制作・配布を予定している。

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 空白域対策
空白域の保育園より、未就園児への読み聞
かせの依頼があり実施、図書館お話会への
お誘いをした。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

基本理念 説明

利用者の増加

障がい者
サービス



（具体策）
お話し会での活用・ミ
ニ展示会

実施回数 3 13

小計　　　　　　　　　　26点

目標値

（具体策）
家庭教育支援、子ど
も・高齢者・IT関連講
座、展示

実施回数 17 37

参加人数 1,220 3,204  　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

（具体策）
パスファインダー提
供・展示

提供数 3 3

（具体策）
サークル団体等作品
展示

実施回数 1 16

小計　　　　　　　　　　18点

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

玄関ホールでの毎月のミニ展示が好評であ
る。志村学園の読み聞かせに、しかけ絵本
をお借りし持参した。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

スペシャルおはなし会やひなまつり等を視
聴覚室ではなく、おはなしコーナーで行なう
ことにより、より気軽に参加いただけるよう
になった。寄席やプラネタリウムのように、
定番となりつつある事業はもちろん、とよた
かずひこさんのおはなし会や怪談朗読会、
いたばしカルタの名所旧跡案内など新しい
企画事業も好評であった。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

情報提供
日頃のレファレンス記録より要望の多い課
題について作成し、リストの配布、HP上で情
報発信を実施した。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

東大生サークルのサイエンス教室、朗読
サークルの発表会（宮沢賢治の世界）、志
村学園高等部生徒の印刷実習で図書館だ
よりを作成等、さまざまな方々に「場」の提供
ができた。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤



目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 60 58
地域の高齢者施設・児童施設に今年度も引
き続き貸出を行った。児童施設にはバザー
開催時に訪問、館内を見学、交流を図った。

 　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

事業例
消防署、地域団体、
あいキッズ

実施回数 1 2

（具体策）
産業、史跡、歴史等、
特別展示

(実施数) 1 3

小計　　　　　　　　　　13点

基本理念 説明

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

関係団体との協同 協同事業

志村消防署と協同し、防災グッズやパネル
と共に防災関係の書籍を展示した。いたば
し観光ボランティアの方々とはスクリーンを
使って名所旧跡を案内するという新しい試
みができた。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

区民サービスの質向上 地域貢献
図書館周辺の昔の写真(今年度は「牧場」）
を公文書館からお借りして展示した。年配の
方に好評で「次回も」の声が上がっている。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤



目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 14,000 29,293

フェイスブックを活用した運用を行っている。
館内の特集展示や事業のようすを随時、更
新することで実績が伸びていると推測され
る。

 　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 3,940 5,215

スタッフのレファレンス研修を重ねることで、
相談にお答えする力が伸びてきたと思われ
る。今年度は近隣の文化財について見学、
研修した。

 　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

（具体策） タブレットPC講習会

実施回数 1 1

小計　　　　　　　　　　13点

サービス水準評価計 97点

１００点満点換算 70点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 IT機器の活用
毎年好評をいただいている講座を今年度も
実施した。関連図書の展示も好評だった。 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５



施設名 志村図書館

指定管理者名 株式会社ヴィアックス

作成日時 平成27年4月

作成者 株式会社ヴィアックス

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 261,750 246,007

年度初めの自主事業が小規模での実施
だったことや、１０月、３月の大きな事業の実
施場所が館外だったため、実際の利用者数
が入館者数に結び付かなかった。

　 　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

貸出し 貸出点数 342,300 328,198
入館者数と同様に、４月、１０月、３月の貸出
利用者数とともに貸出点数も減尐傾向に
あった。

　 　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

対面朗読 4 4 　 　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

実施回数 103 89 　　  １ 　 　②  　　３  　　４  　　５

宅配サービス 1 4 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 53 44 　　  １ 　 　②  　　３  　　４  　　５

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

利用者の増加

障がい者
サービス

登録利用者は継続してご利用いただいてい
るが、１２月頃から付き添いのボランティア
の方が来館できない時期があったため、実
施回数が減尐した。

実施回数は昨年度に比べ若干の増加はみ
られたが、新規登録者がないため目標値に
は届かなかった。



郵送サービス 1 1 　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

実施回数 2 3 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

（具体策）

地域センター・児童館等
への二次利用資料提
供、閲覧サービス、お話
会実施等

実施回数 1 0

小計　　　　　　　　　　27点

目標値

対象数 15 21 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

実施回数 8 30 　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

調べ学習
コンクール

応募作品数 112 165
各校へのPRや図書館での調べる学習講座
の実施などにより、志村小学校、志村第二
小学校から多数の応募があった。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

連携学校数 2 1  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

実施回数 2 1  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

（具体策）
中学生向けYA誌発
行、1日図書館員・保
護者向け講演会

（実施数） 4 9

（具体策）
調べ学習・読書感想
文支援

実施回数 1 4

（具体策）
お話し会での活用・ミ
ニ展示会

実施回数 4 2

小計　　　　　　　　　　28点

利用者の増加

障がい者
サービス

目標値は達成しているが、新規登録者がい
ないため、大きな増加にはつながらなかっ
た。

区民サービスの質向上 空白域対策
対象区域のニーズの掘り起こしが及ばな
かったため、目標値を達成できなかった。 　　  ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

基本理念 説明

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

各小学校の教職員との連絡を緊密に行うこ
とで、志村第二小学校を初め、志村小学
校、北前野小学校において、全学年を対象
とした読み聞かせやブックトークを実施する
ことができた。

図書委員会等
志村第二小学校において『ポップ』作成を
行った。しかし他校での要望が得られなかっ
た。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策

小学生に図書館の仕事を体験してもらう１
日図書館員の実施や４館合同で作成してい
る中高生向けリストを担当区域の中学校全
生徒に配布するなど、本や図書館への関心
を高める事業展開を図った。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

教職員研修

４館合同で制作した小学校教職員向けDVD
を担当区域の各小学校に配布した。また志
村第二小学校では教職員からの依頼により
ブックトーク研修を実施した。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

館内では展示や絵本館の周知を行ったが、
館外での地域イベントなどでの活用ができ
なかった。

 　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５



目標値

（具体策）
家庭教育支援、子ど
も・高齢者・IT関連講
座、展示

実施回数 17 27

参加人数 2,050 2,136  　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

（具体策）
パスファインダー提
供・展示

提供数 3 3

（具体策）
サークル団体等作品
展示

実施回数 1 2

小計　　　　　　　　　　16点

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 47 31
学童クラブや児童施設などへの貸出の減尐
により目標値を達成できなかった。  　　 ① 　 　２  　　３  　　４  　　５

事業例
消防署、地域団体、
あいキッズ

実施回数 1 14

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

志村コミュニティホールを会場とした企画事
業や館内の特別展示での展示方法に工夫
を凝らしたことで参加人数の増加につながっ
た。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

情報提供
各館での情報を共有し、地域で必要とされ
る課題について作成し、リストの館内配布や
HP上での情報発信を行った。

 　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

志村学園高等部の実習教材として、弊社４
館合同で作成しているリストの印刷を依頼
し、担当地域の中学校へ配布した。また地
域高齢者施設の作品発表会を実施した。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

基本理念 説明

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

関係団体との協同 協同事業

防災や観光など関連施設との協働事業の
実施に加え、地域の児童団体高齢者サーク
ルなど幅広く提案したことで目標値を上回っ
た。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤



（具体策）
産業、史跡、歴史等、
特別展示

(実施数) 1 12

小計　　　　　　　　　　11点

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 43,800 65,075

ホームページでの事業周知に、SNSを連動
させてリアルタイムでの広報活動を実施した
ことが目標値を上回る結果につながったと
考えられる。

 　　 １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 8,450 9,148

１か月平均の所蔵調査約６４０件、資料調査
約１１５件、事実調査７件があり、夏季には
事実調査が増加した。接遇の向上もレファ
レンス件数の増加の要因として考えられる。

 　　 １ 　 　２  　　③  　　４  　　５

（具体策） DBセミナー

実施回数 1 1

小計　　　　　　　　　　11点

サービス水準評価計 93点

１００点満点換算 71.5点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

区民サービスの質向上 地域貢献
地域高齢者施設へのサービスが継続して展
開できたことで目標値を上回ることができ
た。

　　  １ 　 　２  　　３  　　４  　　⑤

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 IT機器の活用

昨年度実施した講座であるが、定員オー
バーにより受講できなかった多くの利用者
から要望に応える形で実施した。高齢の
方々のIT機器への関心の高まりが感じられ
た。

　　  １ 　 　２  　　③  　　４  　　５



施設名 氷川図書館

指定管理者名 丸善・東急コミュニティー共同事業体

作成日時 平成27年4月

作成者 丸善・東急コミュニティー共同事業体

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 266,024 247,272 目標値に対して92.9％の達成率。 3

貸出し 貸出点数 283,057 268,175 目標値に対して94.7％の達成率。 3

対面朗読 1人 1 1名の対象者に引き続きサービスを提供。 3

実施回数 36 40 月2～3回の頻度で実施。 　　　　　　　　　　4

宅配サービス 1人 0     1

実施回数 3 0     1

郵送サービス 1人 0     1

実施回数 3 0     1

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

利用者の増加

障がい者
サービス

サービス対象者なし。

利用者の増加
障がい者
サービス

サービス対象者なし。



（具体策）
出張おはなし会、出
張朗読会

実施回数 1 1

小計　20　点

目標値

対象数 1 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

実施回数 2 27
月2回のあいキッズでの読み聞かせに加
え、読書ボランティアの派遣を実施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

調べ学習
コンクール

応募作品数 175点 52

調べる学習の説明会を、学校に行って実施
する等、積極的に働きかけたが、学校での
一次審査通過作品のみ応募されるため点
数が減尐。

    1

連携学校数 4 0 連携する学校が見つからなかった。     1

実施回数 4 0     1

授業連携事業

実施回数 2 2

図書館オリエン
テーション

実施回数 2 2

特集展示

実施回数 2 2

小計　22　点

区民サービスの質向上 空白域対策 3

基本理念 説明

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

図書委員会等

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策 3

教職員研修 3

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

3



目標値

（具体策）
英語関連事業、読み聞
かせ講座等

実施回数 6 4

参加人数 110 127 　　　　　　　　　　4

（具体策） 生涯学習資料の提供

提供数 100冊 3,229

（具体策）
地域のサークルによ
る発表会

実施回数 4 2

（具体策） 図書館友の会

実施回数 5 0

小計　12点

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

新規事業を二件実施し、参加人数は昨年度
比で微増。今年度は英語読み聞かせ講座
の講師を、見つけることができなかったが、
Ｈ27年度は実施予定。

    1

情報提供
資料の紹介、展示等に積極的に取り組ん
だ。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

図書館を使って発表する地域のサークル
が、昨年より増えなかった。 　　1

「友の会」の取り組みをYA世代対象に絞り、
近隣の中学・高校の図書室を訪問したが、
会員獲得には至らなかった。

　　1



目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 28 30 近隣の小学校、保育園に団体貸出を実施。 3

事業例
区内教育・文化施設、
大学等

実施回数 2 13

（具体策） 板橋の産業関連講座

実施回数 2 0

（具体策）
郷土歴史、郷土産業
関連展示

実施回数 2 2

小計　12　点

基本理念 説明

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

関係団体との協同 協同事業

赤ちゃんおはなし会にて、地元で活動する
ボランティアと協働。また、エコポリスセン
ターより講師を招へいしてのリサイクル工作
会を実施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

区民サービスの質向上 地域貢献

講師を招聘できなかった 　　1

区役所産業経済部産業振興課より資料を
借り、「板橋の産業資料展示」を実施。また、
「板橋かるたの会」からパネルを借用し、展
示を行った。

3



目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 32,800 41,189
ホームページの内容、デザイン等充実を
図った。 　　　　　　　　　　4

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 3,695 4,112 目標値に対して111.2％の達成率。 　　　　　　　　　　4

インターネット閲
覧数

利用者数 3,150 3,643

（具体策） 講習会

実施回数 2 0

小計　13　点

サービス水準評価計 79点

１００点満点換算 53点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 IT機器の活用

目標値に対して115.6％の達成率。 　　　　　　　　　　4

児童用データベース、ポプラディアの使い方
を説明する講習会を企画したが、参加者は
なし。

　　　1



施設名 東板橋図書館

指定管理者名 丸善・東急コミュニティー共同事業体

作成日時 平成27年4月

作成者 丸善・東急コミュニティー共同事業体

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 235,115 231,635 目標値に対して98.5％の達成率。 3

貸出し 貸出点数 252,035 239,845 目標値に対して95.1％の達成率。 3

対面朗読 1人 1 3

実施回数 7 21 月1～2回の頻度で実施。                                         5

宅配サービス 2人 1      1

実施回数 9 3 対象者が体調不良のため中止。      1

郵送サービス 1人 0 サービス対象者なし。      1

実施回数 10 0      1

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

利用者の増加

障がい者
サービス

利用者の増加
障がい者
サービス



（具体策）
出張おはなし会、出
張朗読会

実施回数 1 0

小計　　　　19　　点

目標値

対象数 1 1 板橋第四小のあいキッズ支援を実施。 3

実施回数 5 10                                          5

調べ学習
コンクール

応募作品数 110点 11
学校での一次審査が実施されたため、図書
館への応募点数が減尐した。      1

連携学校数 1 1 3

実施回数 7 7 3

（具体策）

（実施数） 1 2

（具体策）

実施回数 2 1

（具体策）

実施回数 2 4

小計　　　　　　　26　点

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 空白域対策
近隣の施設での、出張おはなし会・朗読会
の実施を検討。      1

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

基本理念 説明

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

図書委員会等
6月から板橋第五中学校の情報委員会に出
席。

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策 加賀小学校にてアニマシオンを実施。                                          5

教職員研修 加賀中学校での図書館のＹＡ展示を指導。      1

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

4、8、1月に、絵本館の資料を展示する「ミ
ニ・ミニ・ボローニャブックフェア」を実施。                                          5



目標値

手作り絵本講座、読み
聞かせ講座等

実施回数 7 3

参加人数 100 64      1

生涯学習資料
の提供

提供数 100冊 2,622

地域のサークル
による発表会

実施回数 2 2

図書館友の会

会員数 5 0

小計　　　　　　　11　点

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念 説明

事業認知度、利用者増

講座（イベント）
手作り絵本講座、歴史講座等を実施。      1

情報提供 毎月の一般展示、YA展示で資料を提供。                                          5

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

音楽サークルによる、フルート音楽会を実
施。 3

「友の会」の取り組みをYA世代対象に絞り、
近隣の中学・高校の図書室を訪問。 　　1



目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 15 20 新設福祉施設への貸出を実施。                                          5

事業例
区内教育・文化施設、
大学等

実施回数 4 6

板橋区歴史講
座

実施回数 2 11

加賀藩等歴史
関連展示

実施回数 1 11

小計　　　　　　20　点

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

公文書館資料の他､金沢市東京事務所提供
パンフレットの配布。                                          5

基本理念 説明

関係団体との協同 協同事業
東京家政大学サークルや、地元企業 ㈱
Perception & Produceと協同事業を開催。                                          5

区民サービスの質向上 地域貢献

板橋区生涯学習課と協同で実施。
東板橋体育館へのスポーツ関連新着図書リ
ストの掲示。

                                         5



目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 28,600 31,684 目標値に対して110.7％の達成。                                    4

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 3,392 3,965 目標値に対して116.8％の達成。                                    4

インターネット閲
覧数

利用者数 2,300 3,097

（具体策） 講習会

実施回数 2 1

小計　　　　14　点

サービス水準評価計 90点

１００点満点換算 60点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価

3月に「ポプラディアネット利用講習会」を実
施したが、目標値には未達成。 　　1

区民サービスの質向上 IT機器の活用

目標値に対して134.5％の達成。                                          5

評価指標



施設名 小茂根図書館

指定管理者名 丸善・東急コミュニティー共同事業体

作成日時 平成27年4月

作成者 丸善・東急コミュニティー共同事業体

１　サービス水準評価

目標値

入館者 入館者数 202,728 233,594
目標値に対して115.2%の達成率。　タイムリーな企
画展示も入館者増に繋がったと考えられる。 　　　　　　　　　　4

貸出し 貸出点数 263,265 259,889
目標値に対して98.7%の達成率。前年とほぼ同冊
数であった。今後、団体貸出増を含め注力してい
く。

3

対面朗読 0人 0 対象者なし。 　　1

実施回数 0 0 　　1

宅配サービス 2人 1 対象者：1名 　　1

実施回数 14 11
利用者の方が入院の為、2月より中止の申
出 　　　　　　2

郵送サービス 2人 1 対象者：1名 　　1

実施回数 14 11
利用者の方が体調不良の為、3月より中止
の申出 　　　　　　2

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

基本理念 説明

１　図書館サービスの維持向上
従来からの基本的な図書館サービスを更に充実させ、あらゆる人々に読書の機会と求める
情報を提供するとともに、利用者の増加と、図書館奉仕圏（半径１Km）以遠の地域へのサー
ビス実施をめざす。

設置目的
図書館法第2条の定義に則り、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教
養、調査研究、レクレーション等に資することを目的に、同法第３条各号に掲げる事項の全部又は一部を行うとともに、板橋区
教育委員会が必要と認める事業を実施する。

基本理念
図書館サービスの維持向上、子どもの読書活動の推進、生涯学習に資するサービス、地域連携への取組等を実施し、情報
発信及び課題解決型図書館をめざす。

行動規範
図書館法、板橋区立図書館設置条例、その他関係法令・マニュアル等を遵守し、公平なサービスの提供と利用者の増加をめ
ざし、なお一層、区民サービスの質の向上を実現する。

利用者の増加

障がい者
サービス

利用者の増加
障がい者
サービス



（具体策）
出張おはなし会、図
書の二次利用

実施回数 1 13

小計　　　　　　　20　点

目標値

対象数 1 2
向原小、大谷口小にてあいキッズ支援を実
施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

実施回数 1 25
月1回の読み聞かせや。朝読会支援を実
施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

調べ学習
コンクール

応募作品数 45点 11

目標値に対して24.4%の達成率。各校への
案内と図書館での相談会を実施。学校での
第一次審査通過作品のみの応募のため、
応募点数が減尐。

　　1

連携学校数 1 4
上板橋第二小、向原小、大谷口小、筑波大
附属桐が丘特別支援学校 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

実施回数 1 5 1月から大谷口小学校図書委員会に出席。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

（具体策）
毎月23日は家庭読書の
日展示。ﾃｰﾏ資料展示。

（実施数） 2 29

（具体策）
図書館オリエンテー
ション

実施回数 1 2

（具体策） 特集展示

実施回数 2 2

小計　　　　　　34点

評価指標

基本理念 説明

２　子どもの読書活動の推進
子どもたちの傍らにいつも本が寄り添い、読書が子どもの成長の糧となるために、家庭読書
を支援し、学校との連携を確立し、未読率の増加に歯止めをかける。また、「いたばしボロー
ニャ子ども絵本館」の貴重な外国絵本の活用に取り組む。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価

区民サービスの質向上 空白域対策
東新児童館へ読み聞かせボランティアの派
遣を実施。　区内40施設へ図書の二次利用
を案内。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

学校連携

読み聞かせ・
ブックトーク等

図書委員会等

学校連携、区民サービ
スの質向上

未読率対策

絵本作家を取り上げ毎月シリーズで資料展
示を実施。また、11月から未読率改善へに
向けた資料展示を1週間ごとにテーマ変更し
て実施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

教職員研修
上板橋第二小学校、向原小学校の校長先
生へ「図書館の使い方」の資料を配布。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

区民サービスの質向上
絵本館資料
の活用

絵本館の所蔵資料を借用して「世界の絵本
作家展」を実施 3



目標値

（具体策） 読み聞かせ講習会等

実施回数 4 9

参加人数 90 562 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

（具体策） 生涯学習資料提供

提供数 100冊 575

（具体策）
地元サークルによる
発表会

実施回数 1 1

（具体策） 図書館友の会

実施回数 5 7

小計　　　　　　　　21点

目標値

地域施設へのサービス 団体貸出し 実施数 4 43
東新児童館、向原児童館ほかへの団体貸
出を実施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

事業例
区内の教育・文化施
設・大学等

実施回数 1 1

評価指標

評価指標

基本理念 説明

４　地域連携への取組
地域施設へのサービスや関係団体との協同、並びに地域の実情に応じた貢献を実施し、地
域コミュニティの一翼を担う。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価

基本理念 説明

３　生涯学習に資するサービス
生涯学習をテーマにした事業実施の認知度を上げることで利用者増に結び付け、更に、学
習の成果を活かす機会提供を通じ、生涯にわたる文化的発展に貢献する。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価

事業認知度、利用者増

講座（イベント）

読み聞かせボランテイィアを対象とした講習
会、図書館オリエンテーションなどを実施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

情報提供
「11月1日は古典の日」、「防災の日」、「芥川
賞・直木賞受賞作家」ほか資料展示を実施 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

区民サービスの質向上
学習成果の活
用（発表の「場」
の提供）

板橋史談会創立50周年記念、櫻井徳太郎
賞「郷土文化賞」受賞　板橋史談会の協力
により「板橋史談」展を実施

3

筑波大学附属桐が丘特別支援学校高等部
の生徒へ会員勧誘。会員による「おすすめ
本新聞」の発行準備中。

3

関係団体との協同 協同事業
「冒険家　植村直己写真展」を植村冒険館と
文藝春秋社の協力で「写真展　冒険家植村
直己」を実施。

3



（具体策） 歴史・産業関連講座

（実施数） 1 1

（具体策） 郷土歴史・産業展示

(実施数) 2 3

小計　　　　　　　16点

目標値

施設認知度、意識啓発
各館
ホームページ

閲覧件数 27,000 29,340 目標値に対して、108.6％の達成率。 3

利用者の増加、利用者満足
度の向上 相談件数

レファレンス総
数 4,668 6,279 目標値に対して、134.5％の達成率。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

（具体策） インターネット閲覧

実施回数 2,680 3,254

（具体策） 講習会

実施回数 2 3

小計　　　　　　　　17点

サービス水準評価計 108点

１００点満点換算 80点

【＊】　採点方法（達成率・・・５：130%以上　４：110%以上130%未満　３：90%以上110%未満　２：70%以上90%未満　１：70%未満）

基本理念 説明

５　情報発信及び課題解決型図書館
IT機器を有効に活用し、区民への積極的な情報発信を行い、読書相談や抱える課題解決に
寄与することで、利用者の増加と満足度の向上に結び付ける。

具体的な目標
サービス水準

実施結果 増減理由 評価
評価指標

区民サービスの質向上 地域貢献

｢琵琶の夕べ（今回のテーマ：忠臣蔵）」と題
して、琵琶の実演とその解説を実施。 3

「『板橋』の変遷」、「板橋区公文書館」、「向
原の昔写真展」を実施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

区民サービスの質向上 IT機器の活用

目標値に対して121.4%の達成率。ポプラディ
アネットの効果か小学生の利用が増加。 　　　　　　　4

「ポプラディアネット」、「OPAC」等の講習会
を実施。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5


