
「図書館海援隊」参加図書館 主な取組内容（概要） （平成23年1月1日現在） 

区 分 

図書館名 

貧困・困窮者

支援 

就業者支援・ 

ビジネス支援 
医療・健康情報 福祉情報 法務情報 その他 

北海道立図書館 

（TEL 011-386-8521） 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 

・常設コーナー「ビジネスコーナー」を設置。 

・「ビジネスコーナー」に「図書館海援隊」コーナ

ーを設置し、保健福祉部、経済部、北海道労働

局、札幌市等からの情報やパンフレットを提

供。 

・ＨＰに図書館海援隊のページを設置。 

・道内産業に関する展示を実施（予定） 

（「北のゲートウェイ～道内空港事情」、「水産王

国北海道」 

・北海道医療大学総合

図書館と共催で「わか

りやすい健康に関する

情報講座」を実施（予

定） 

   

岩手県立図書館 

(TEL  019-606-1730） 

http://www.library.pref.iwate.jp 

○「ビジネス支援コーナー」の設置（H22.11.1～）

・資格取得、面接対策、ビジネスマナー、自己啓

発などの就職に役立つ図書資料の提供 

・子育てに役立つ資料や母親の就業支援に関

する資料の提供 

・ビジネス・子育て関係の雑誌・新聞の提供 

・面接の受け方などの映像資料の提供 

・オンラインデータベースやインターネット専用

端末の設置 

・各就職支援機関のパンフレットやチラシ等の

収集・提供 

・要望に応じたブックリストなどの資料の作成・

提供 

○「相談ブース」の設置（H22.11.1～） 

・常駐する専門スタッフによる仕事や子育てに

関する相談 

・相談員による無料相談会を定期的に実施 

・仕事と子育てに関する講演会の実施 

    

（ 別 紙 ） 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/
http://www.library.pref.iwate.jp/


仙台市民図書館 

(TEL  022-261-1585） 

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/

fac_shimin.html 

①独立・創業・ビジネス支援コーナーの設置 

・日本政策金融公庫仙台支店と共催で創業関

連の情報コーナーの設置・講演会の開催を通

してシニア世代のビジネス支援等情報提供を

行う。 

②インターネットやデータベース（日経テレコン

２１等）専用端末の設置 

  「日本法総合データベ

ース」の提供 

 

①充実のセカンドライフコーナーの設

置（常設） 

・団塊の世代を含めた退職後の人た

ちがセカンドライフをどのように生きる

かをコンセプトに、テーマ（これからの

暮らし・まず、健康づくりから・地域に

デビュー・新たなビジネスにチャレン

ジ・大人の心で絵本に親しむなど）を

設け資料を提供している。 

②市民のセカンドライフを支援してい

る団体や機関との連携を図り、講演会

や相談会を実施している。 

③充実のセカンドライフに役立つチラ

シ・パンフレット等を収集・提供してい

る。 

仙台市宮城野図書館 

(TEL  022-256-7361） 

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/

fac_miyagino.html 

常設で「団塊の世代」のコーナーを設置し、労

働・生活・健康・資格・就職等に関する図書の紹

介及び情報提供 

「日本法総合データベ

ース」の提供 

   

仙台市若林図書館 

（TEL 022-282-1175） 

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/

fac_wakabayashi.html 

 日本のノンフィクション

図書（916）の内、闘病

記をカラーシールで分

けて配架している。 

  ・常設で「生き生き家庭応援コーナー」

を設置し、８つのテーマ別（①家づくり

②暮らしの知恵・エコライフ③食生活

④子育て⑤家族⑥マネープラン・家計

管理⑦ライフプラン・人生設計⑧療

養・介護・健康増進）に、家庭生活の向

上と暮らしに役立つ本を集めている。 

仙台市太白図書館 

（TEL022-304-2742） 

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/

fac_taihaku.html 

 ・健康・医療情報コーナ

ーを設置し、健康・医

療に関する図書や関

連機関が発行するパ

ンフレットを集めコー

ナーに設置。 

  ・子育てサポートコーナーを設置し、

子育て育児に関する図書を集め設

置。 

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/fac_shimin.html
http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/fac_miyagino.html
http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/fac_wakabayashi.html
http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/fac_taihaku.html


仙台市泉図書館 

（TEL 022-375-6161） 

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/

fac_izumi.html 

①ビジネス支援コーナーの設置（常設） 

 ・ビジネスに関する図書資料の提供 

 ・関係機関のパンフレット等の提供 

②創業に関する所蔵資料の展示（約１ヶ月間） 

③創業支援セミナー，創業個別相談会の開催

（年１回） 

④創業に関するガイドブックの配布及びパネル

展示 ※③④ 日本政策金融公庫仙台支店 共

催  

⑤インターネットやデータベース（日経テレコン

２１等） 専用端末の設置 

①ユニバーサルコー 

ナーの設置（常設） 

②コーナー情報誌；「シ 

ニアライフの充実は 

“図書館”から」の発行 

（毎月） 

    

 

 ①「日本法総合デー 

タベース」の提供 

②パンフレット提供

（法テラス等） 

 

秋田県立図書館 

（TEL 018-866-8400） 

http://www.apl.pref.akita.jp/ 

・総合的な生活支援コーナーに「生きる力を与え

る本」コーナーを新設。「あなたの暮らしを守り

ます」において、生活の身近な課題やトラブル

を法律、経済、制度等の本で情報提供。 

・｢健康を考える本のコ

ーナー｣で毎月テーマ

を設定し､本とリストを

提供。 

・闘病記コーナー 

・大人向けの自殺

ストップに加え、子

ども向けコーナー

「 生 き る っ て な

に？」を開設。 

・シニアコーナー 

・「地域活性化コーナ

ー」として、法律、経

済関係の資料を提

供。 

・【観光】奈良県立、宮城県立、福井県

立と相互に展示資料の交換事業を実

施(今年度は奈良県と交換展示) 

埼玉県立浦和図書館 

（TEL 048-829-2821） 

https://www.lib.pref.saitama.jp/ 

 

・ビジネス支援コーナーを設置し、就労や起業・

ビジネスに関する資料やパンフレットを配置。

また、10 種類のオンラインデータベースを検索

できるパソコンを設置。 

・情報の探しかた講座やオンラインデータベー

スミニ講座のほか、創業・ベンチャー支援センタ

ーとの共催で起業に関する講座を開催。 

・県立久喜図書館内に

健康・医療情報コーナ

ーを設置。図書・事典

類・雑誌・パンフレット

等を配置して調査相談

を実施。 

・ウェブページで健康・

医療情報の調べ方や

県の医療相談窓口など

を案内。 

  ・埼玉資料室（郷土資料）に地域・行政

関係資料を配置。県民への資料提供

と新たな地域課題の解決のための支

援を実施。 

さいたま市立中央図書館 

(TEL 048-871-2100） 

http://www.lib.city.saitama.jp/ 

・ビジネス支援コーナーを設置。専門書を提供

するとともに、チラシ・パンフレットを配布。 

・市内事業者や個人の創業に役立つ資料・情報

をはじめ、市の重点的経済・産業・労働等の諸

施策に関する資料を収集し提供。 

・医療情報コーナーを

設置。専門書を提供す

るとともに、チラシ・パ

ンフレットを配布。 

・闘病記コーナーを設

・録音図書や点字

図書・点訳絵本の

作成・貸出、対面朗

読を実施。 

・音声パソコンなど

・法律情報コーナーを

設置。日常生活でのト

ラブルや各種手続き

に関する資料、専門

的な法律文献まで提

・中央図書館と同じビル内に設置され

た公共施設と連携し、関連した資料を

提供。 

・ＮＰＯ・ボランティア活動、まちづくり

などの資料、外国語資料、消費生活に

http://lib-www.smt.city.sendai.jp/guide/fac_izumi.html
http://www.apl.pref.akita.jp/
https://www.lib.pref.saitama.jp/
http://www.lib.city.saitama.jp/


・専門機関と連携してビジネス相談会、企業セミ

ナーなどを実施。 

・インターネット接続パソコンを15台設置し、うち

５台で８タイトルのオンラインデータベースを提

供。 

・ビジネス情報探索ファイルを年６回発行。 

置。 の機器の利用。 供するとともに、チラ

シ・パンフレットを配

布。 

関する資料などを集めたコーナーを

設置。 

・子育て支援コーナーを設置。 

・赤ちゃんおはなし会の開催。 

・ブックスタート会場での絵本の紹介

や読書アドバイスを実施。 

・さいたま市・埼玉県で行われている

子育てに関する情報の提供。 

・さいたま専科（コーナー）を設置。10

区の特色や身近な情報が手軽にわか

るコンパクトで便利なコーナーを目指

す。 

・さいたま市関係の地域資料・行政資

料を提供。 

東京都立中央図書館 

（TEL 03-3442-8451） 

http://www.library.metro.tokyo.jp/ind

ex.shtml 

・1 階重点情報コーナーの各テーマ(ビジネス情報、法律情報、健康・医療情報など)ごとにテーマに対応した図書雑誌、ブックリスト、国、都各局、関係団体のパン

フレット、オンラインデータベース用検索パソコンを配置。 

・年間を通じて、東京しごとセンターと提携した就職活動セミナー、東京都産業労働局・(財)東京都中小企業振興公社・(社)中小企業診断協会や法テラス・東京弁護

士会・東京司法書士会港支部、東京都看護協会・都立広尾病院・東京都健康長寿医療センター等と連携した相談会、講演会などを開催。 

・ホームページ(ＨＰ)に「都立図書館はあなたの仕事・健康・暮らしを応援します」を新設。 

葛飾区立中央図書館 

（TEL 03-3607-9201） 

http://www.lib.city.katsushika.lg.jp/libg

uide_0001guide.html 

・常設で「ビジネスコーナー」「暮らしに役立つ法律情報コーナー」「健康・医療情報コーナー」を設置。 

・中小企業診断協会と連携し「ビジネス相談会」を実施。 

・厚生省緊急人材育成支援事業の、雇用保険を受給していない方への資格取得講座案内のチラシを、ハローワーク経由で収集提供。（22 年度） 

・記事検索、法情報、マーケティング情報などの各種オンラインデータベースの提供。 

立川市図書館 

（TEL 042-528-6800）  

http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-

sypher/www/lib/index.jsp 

・ビジネス支援コーナー：起業やビジネス情報、

企業情報や業界・業種に関する図書、パンフレ

ット等を収集・提供。 

・しごと・資格コーナー：就職・キャリアアップ支

援に関する資料を収集・提供。 

・市産業振興課・立川商工会議所と連携し、起業

や経営支援、就業について専門の相談員によ

る相談業務を実施(事前問合せ必要)。 

 

    

http://www.library.metro.tokyo.jp/index.shtml
http://www.lib.city.katsushika.lg.jp/libguide_0001guide.html
http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/lib/index.jsp


神奈川県立図書館 

（TEL 045-263-5900(県立図書館(紅

葉ヶ丘） 

TEL 044-233-4537(県立川崎図書

館）） http://ww 

w.Klnet.pref.kanagawa.jp/ 

・資料の分担収集を実施(県立：社会・人文科学、川崎：科学・産業技術) 

・知事部局事業のチラシも収集し館内に配置 

・商工労働部が作成する「創業者、中小企業者のための支援施策活用ガイド」に、相談窓口として県立図書館の「ビジネス支援サービス」を掲載 

川崎市立麻生図書館 

（TEL 044-951-1305） 

（川崎市立図書館ＨＰ
http://www.library.city.kawasaki.jp/ind
ex.html） 

・館内展示「厳しい雇用状況～就労・就職支援」 

・館内展示「働く人のメンタルヘルス」 

・悪質商法・多重債務に関する情報提供(コーナ

ー設置検討)実施予定 

・館内展示「仕事に悩んだとき読んでみません

か」 

・「医療情報支援」がん

体験記コーナー開催。 

川崎市麻生区新百合ヶ

丘に拠点を持つ“がん

患者さんの治療と生活

のサポート支援機関”

ＮＰＯ法人キャンサー

リボンズ

（http://www.ribbonz.jp/

index.htm）との共催事

業実施。 

 ・消費者行政センターコーナー設置

(常設)。 

横浜市中央図書館 

（TEL 045-262-0050） 

http://www.city.yokohama.jp/me/kyo

iku/library/ 

・＜いのちとくらしを守る＞医療情報コーナー＆法情報コーナー(常設)：①入門書から専門書まで、常に 新の、いま

も役立つ資料を厳選して常置。②患者会や無料相談機関のパンフや講演会情報など、周辺情報も充実。 

・＜仕事に役立つ＞ビジネス資料コーナー＆統計コーナー(常設)：会社情報(ディレクトリー)に絞ったビジネス資料と、充

実した統計書 

※カウンターには司書が常駐し、いつでも調べ物の相談にのる。 

・インターネットでの様々な情報提供：①暮らしや仕事に関する困りごとの解決に役立つ関連機関へのリンク集、②調べ

物に役立つ資料・探し方を指南する＜調査のミカタ＞、③蓄積してきた豊富なレファレンス事例を公開 

・図書館海援隊協賛企画第一弾～連

続講座「暮らしを守る法律」 

2/21 教えて老後設計 

3/6 悪質商法撃退講座 

3/20 多重債務の隠れた問題、開催 

新潟市立中央図書館 

（TEL 025-246-7700） 

http://www.niigatacitylib.jp/ 

ビジネス支援 

・ビジネス支援コーナーを設置（2 階常設） 

仕事に役立つ図書やビジネス関連雑誌、中小

企業庁や国民生活金融公庫等関連機関発行の

パンフレット・チラシを集めたコーナーを設置。 

・オンラインデータベースコーナーを設置 

9タイトル（Ｈ22年度）のオンラインデータベース

の検索・プリントアウトが可能。初心者向け利用

医療・健康情報 

・闘病記文庫（予定） 

・医療・健康情報コーナ

ー（予定） 

医療・健康に関する図 

書・雑誌，関連機関が 

発行するパンレットを

集めたコーナーの設

   

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/
http://www.library.city.kawasaki.jp/
http://www.library.city.kawasaki.jp/info03_txt/0000000353/default.html
http://www.city.kawasaki.jp/event/info5746/index.html
http://www.ribbonz.jp/index.htm
http://www.ribbonz.jp/index.htm
http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/
http://www.niigatacitylib.jp/


講座も毎週開催。 

・レファレンスへの対応 

2 階 調査・相談コーナーにて、司書が常駐し調

べものの相談にのる。 

・起業・経営相談会の開催 

毎月 3 回、中小企業診断士による相談と、司書

による相談内容に応じた資料提供を実施。 

・起業のための融資相談会の開催 

日本政策金融公庫職員による相談会の実施。 

・ビジネス支援セミナーの開催（年1 回） 

ビジネスに役立つテーマでセミナーを開催。

H21 年度は、「ビジネスプランをつくってみよう」

と題し、起業希望者を対象としたセミナーを開

催。 

・新潟国際ビジネスメッセへの参加（年1 回） 

ブースを出展し、来場者へ図書館活用について

ＰＲ。 

置。 

笛吹市立図書館 

http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp

/ 

石和図書館 

（TEL 055-262-5959） 

御坂図書館 

（TEL 055-263-0363） 

一宮図書館 

（TEL 0553-47-5220） 

八代図書館 

（TEL 055-265-2113） 

境川図書館 

（TEL 055-266-2014） 

春日居ふるさと図書館 

（TEL 0553-26-2283） 

・「生きる力支援コーナー」(ビジネス支援）の設

置。資格、面接、税金等に関する図書およびパ

ンフレット資料の展示。  

・子供向けのハローワーク「未来サポート」の実

施。  

 

   ・ジェンダー問題解決のためのコーナ

ーの設置とオリジナルパネルシアタ

ーの作成・実演。 

・マタニティー講座の実施とコーナー

の設置。 

・第３．５木曜日に「家族で始めようブ

ックスタート」として親育を実施。毎回

身近なゲストをお招きして講和の実

施。 

http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/
http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_isawa.html
http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_misaka.html
http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_ichinomiya.html
http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_yatsushiro.html
http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_sakaigawa.html
http://library.city.fuefuki.yamanashi.jp/lib_kasugai.html


静岡市立図書館 

（TEL 054-247-6711（中央図書館）

ほか）  

http://www.toshokan.city.shizuoka.jp/

・御幸町図書館を中心とした「ビジネス支援サービス」を展開。 

・静岡市産学交流センター、SOHO しずおか、日本政策金融公庫との連携による相談会・講座等を開催。 

・テーマ（起業、医と健康、生活支援など）ごとのコーナーを設置し、情報源リストを配布。 

・市内複数館による「雇用・生活支援特集」特集展示。 

・来館者への館内案内図「図書館で探せる！暮らしの図書あれこれ」を作成、配布。 

・関係部局（商業労政課・消費生活センター等）のセミナーや相談窓口等の案内パンフレット・ちらしの展示、配布。 

 

田原市図書館 

(TEL  0531-23-4946） 

http://www.city.tahara.aichi.jp/section/l

ibrary/ 

・7月7日から9月9日「再発見！鳥羽・伊良湖フェリー展」（フェリー航路存続の危機を受け、課題共有の機会として三重県鳥羽市立図書館と共催で実施） 

・12月11日から1月13日「働きたい人応援団」（隣市での派遣村開設等を受けてのテーマ展示） 

・2月10日から3月10日「愛しのマンマ：図書館と考える乳がんのこと」 （3月5日に当館が開催する乳がんに関する講演会と併せ実施するテーマ展示） 

・通年にて在田原中国人向けの中国語図書や日本語学習書の収集と貸出 

・健康医療情報サービスや、市内医療施設・介護施設向けサービスの来年度開始に向け、準備中。 

東近江市立図書館 

（市内６図書館） 

（TEL 0748-27-8050（東近江市立永

源寺図書館）ほか） 

http://www.library.higashiomi.shiga.jp/

2 月より、東近江市立図書館、市内６図書館で一

斉に情報提供を開始。 

【就職支援】  

・就職支援に関するもの(面接、履歴書の書き方、

再就職のポイント等) 

・資格取得関連(職業紹介本、資格関連テキスト

等)  

・労働関連法規や制度(労働基準法、権利条項等)

・保障制度関連情報(生活保護、その他助成金等) 

こころの問題(自殺予防、セルフカウンセリング、

相談窓口紹介)   

・利用者用インターネットＰＣで、「ハローワークイ

ンターネットサービス」を提供。  

・厚生労働省の各種支援事業の紹介。 

・上記を含む就職・生活資金・住宅支援等の支援

施策のリンク集を館内ＰＣで提供。 

【パンフレット・リーフレット】  

法テラスの各種カテゴリー別パンフレット、ハロ

ーワークからの就職支援サービスチラシ、厚生

労働省の支援事業パンフレット 

09年11月より能登川

図書館に健康医療情

報コーナー「バオバ

ブ」を開設。一般医療

書と闘病記を疾病分

類で配列する他、福

祉関連資料を含め

6000冊で構成。医師

会等の治療案内パン

フレットや地域病院の

通信、医療、健康、福

祉関連の新聞記事を

テーマ別にファイルし

ている。また、医療・

医薬、健康相談等の

Ｗｅｂサイトリンク集を

館内専用ＰＣで提供

する他、ＨＰでも提

供。 

  4月より、永源寺図書館で「かぞくのへ

いわ文庫」を開設。子育て支援資料を

中心に、虐待防止、発達障害、育児休

業、「ママの再就職」、家庭づくり等、

子育てと家族の平和に関するワンスト

ップコーナーを目指している。 

http://www.toshokan.city.shizuoka.jp/
http://www.city.tahara.aichi.jp/section/library/
http://www.library.higashiomi.shiga.jp/


大阪市立中央図書館 

（TEL 06-6539-3300） 

http://www.oml.city.osaka.jp/index.ht

ml 

・図書展示「あなたの「働く」を、応援します！」 

・起業や経営支援情報、市内の就職・キャリアア

ップ支援機関のチラシやパンフレットを設置・配

布。 

・各種ビジネス入門書、履歴書や職務経歴書の書

き方、面接の心得、ビジネス文書の書き方などの

就職・転職に役立つ資料、資格取得や実務に有用

な各分野の六法類などを設置。 

・会社年鑑、社史、CSR報告書、ビジネス雑誌、業

界紙などを設置。 

・商用データベースを提供。 

・病気名などのキー

ワードから、関連する

図書のある棚番号が

わかる「医療・健康の

本インデックス」を作

成・配布。 

・商用データベースを

提供。 

・「調べかたガイド 医

療情報の調べかた」

で、調べ かたを紹

介。 

 ・「調べかたガイド」に

て、法律関連の調べ

かたを紹介。 

・判例や法律文献の

検索が可能な、商用

デ ー タ ベ ー ス を 提

供。 

・裁判員制度に関す

る配布用パンフなど

も設置。 

・ ジャンルごとの調べものの進めか

たをまとめた「大阪市立図書館 調べ

かたガイド」作成。 

・ 館内の端末では、行政機関のWeb

サイトにアクセスが可能。 

・司書は、情報収集の支援をするとと

もに、必要に応じて専門の支援・関連

機関を紹介。 

鳥取県立図書館 

（TEL 0857-26-8155） 

http://www.library.pref.tottori.jp/ 

 

貧困・困窮者支援 

・資格取得／就職応援コーナー 

・「働く気持ち応援コーナー」新設(2/19～) 

・生活や仕事での困りごとの解決に役立つ情報

の提供(リスト・ＨＰ) 

・関連パンフレット棚の設置 

・知的インキュベーションサービス※ベンチャ

ー企業に必要な情報を提供する応援会議を実施。

就業者支援(ビジネス支援) 

・ビジネスヒント調査コーナー 

業界情報、人物、統計、企業情報等を提供 

・業界誌の収集 

・ビジネス情報相談会(第２水曜日開催) 

ビジネス情報調査に個別に対応 

・特許相談会・就農相談会の定期開催 

・「働く気持ち応援講座」の開催 

3月13日県立図書館、3月14日米子市立図書館 

・ 関連パンフレット棚の設置 

(1)闘病記文庫 

・「病名」による闘病記

の図書検索が可能。 

・病名別の冊子体目

録を作成。 

(2)患者会資料収集 

・全国の主な患者会

の会報、入会案内、

パンフレット等を配

架。 

(3)健康情報掲示板 

・新聞記事の切り抜

き、健康講座や医師

会相談日等の情報。 

(4)パンフレット棚 

・健康に関するチラシ

等を収集、提供。 

(5)県医師会､県立厚

生病院図書室､保健

所等との連携。 

 法務・消費生活問題 

(1)生活・仕事の困りごと解決支援マップ(法情報検索マップ)

の作成 

・ 多重債務や交通事故、離婚、パワハラなど、生活や仕事で

の困りごとの解決に有用な図書館資料、県内の無料相談窓口

等を一枚のリストで紹介。職員にたずねることなく資料に辿り

着けるよう館内の資料配置マップを付与。 

(2)パンフレットの収集・提供 

(3)外部機関と連携した相談会の実施 

・ 法テラス、地方法務局、司法書士会、行政書士会等の協力

を得て、無料相談を図書館に誘致。相談テーマにあわせ資料

を展示・紹介。 

(4)法令情報の探し方の紹介 

(5)外部機関との連携 

・県消費生活センターなどが行うイベント・研修に「出前図書

館」を実施。 

・裁判所、県消費生活センターなどの関連機関と連携した館内

テーマ展示を実施。 

http://www.oml.city.osaka.jp/index.html
http://www.library.pref.tottori.jp/


岡山県立図書館 

（TEL  086-224-1286） 

http://www.libnet.pref.okayama.jp/ 

・常設コーナー（会社情報コーナー：会社年鑑、業

界情報、ＣＳＲ報告書などを配架）の設置。     

・起業・就職・資格に関するパンフレットを収集、

配布。 

・おかやまインキュベーター協議会と共同主催で

専門相談員による相談会「創業（ビジネス支援）

相談会」を開催。 

・関連機関と連携して、起業支援事業を開催。

（「プレインキュベーション 

 

・図書のテーマ展示

「メンタルヘルス」及

びブックリストの作

成。  

・放送大学と「医療・健

康」に関する連携講

座の開催。 

・食と健康に関する商

用データベースの提

供。 

・高齢者の生活に

関するテーマ別ブ

ックリストの作成、

配布。 

・法テラスから講師を招い

ての講座の開催。     

・新着法律関係書ブックリス

トの作成・配布。 

・判例・法令等の商用データ

ベースの提供。 

・デジタル岡山大百科のデータ

ベースの充実。（レファレンスデ

ータベース，郷土情報データベ

ース）           

・子育て支援展示「子育てのス

スメ」の実施。         

・行政との連携展示の実施。

（「教育の今を考える」「男女共

同参画推進」） 

広島県立図書館 

((TEL 本の照会・相談：

082-241-2299、事務用：

082-241-4995） 

http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/ 

○ビジネス支援コーナーの設置 

・起業や経営支援情報、県内の主要な求人情報

誌、放送大学等のキャリアアップ支援機関のチ

ラシやパンフレット。 

・各種ビジネス入門書、履歴書や職務経歴書の

書き方などの就職・転職に役立つ資料。 

・各企業の社史、会社年鑑、CSR(企業の社会的

責任)報告書による企業情報。 

・県産業振興機構で実施の企業経営セミナーや

スキルアップ講座等の研修事業や中小企業大

学校の就職支援研修等の案内。 

○就職活動を支援する情報案内「図書館はあな

たの就職活動を応援します」を作成。 

若年層に対する就職支援情報｢中・高校生のため

の仕事・就職案内 テーマ別資料リスト｣を作

成。 

○調べもの相談(レファレンス)への対応 

・生活の身近な課題やトラブルの解決に役立つ、法律、経済、制度、公的機関の支援事業等に関する資料や

情報を探して、提供。 

広島市立中央図書館 

（TEL 082-222-5542） 

http://www.library.city.hiroshima.jp/gu

ide/library/chuou/index.html 

 

 

・ビジネス情報支援図書コーナーと仕事に役立つ

パンフレットコーナーを設け、関連図書・雑誌、ブ

ックリスト、パンフレットなどを配置。（図書館海援

隊に連動した特設コーナーも開設）企業情報や業

界情報などの「調べ方ガイド」を作成し、ＨＰでも

公開。 

健康情報支援サービス 

○闘病記コーナー」を設置し、関係図書、患

者会資料、関連機関のパンフレット等を収

集・提供。 

多文化共生サービス 

○中央図書館では、中国語・韓国・朝鮮語コーナー、安芸区図

書館ではスペイン語・ポルトガル語コーナーを設置し、生活す

るための案内などのパンフレット類を提供。 

○こども図書館でも英語、中国語、韓国・朝鮮語の絵本を収

集・提供。 

http://www.libnet.pref.okayama.jp/
http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/
http://www.library.city.hiroshima.jp/guide/library/chuou/index.html


 ・日経テレコンや D1-Law などの商用データベー

スを提供している。 

・中小企業診断士を相談員とし、図書館司書も同

席して起業や経営に関する相談に応じる｢ビジネ

スなんでも無料相談会｣､子育て中の女性を対象

とした｢ゼロからはじめる子育てママのための就

職セミナー｣等実施 

子育て支援サービス 

○こども図書館、区図書館全館で、「子育て支援コーナー」を設

置し、絵本、子育てに関する本やパンフレット等を収集・提供。

子育て相談を兼ねたおはなし会等を実施。 

山陽小野田市立中央図書館 

（TEL  0836-83-2870） 

http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/ 

・ビジネス情報コーナーの設置 

経済、経営、金融、財務等に関する図書資料の

提供。 

・ジョブコーナーの設置 

職業紹介や資格取得のためのガイド本、就職試

験のためのエントリーシート・履歴書の書き方や

面接対策の本、また労働関係法令の解説書、関

係機関からのパンフレットなどを提供。 

ハローワークの求人情報の提供（毎週更新）。 

・健康情報棚の設置 

健康情報コーナー、

闘病記文庫、がん情

報コーナー、緩和ケ

ア情報コーナー、介

護情報コーナー、医

療マンガの棚などを

設置し、関連図書や

パンフレット、新聞

記事を提供。健康に

関するテーマ展示

（毎月更新）の実施。 

・出前図書館の実施 

市内3病院へ出向

き、入院患者へ図書

を貸出し（毎月1

回）。 

・共生のまちづくりコ

ーナーの設置 

障害者サービス用

機器の配置とデイジ

ー図書の体験・貸出

し。 

・子育て支援情報コーナーの設置 

出産準備のための情報、絵本の選び方、離乳食の作り方、赤

ちゃんの病気やけがへの対処法など、子育て支援の情報を提

供。 

山陽小野田市立厚狭図書館 

（TEL  0836-83-2870） 

http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/ann

ai_asa/annai_asa.htm 

・いきいきコーナーの設置 

シニア世代向け生き方支援、自己啓発、技術・資

格などの再就職に役立つ図書資料の提供。 

・きらきらコーナーの設置 

働く女性やお母さんのための技術、資格など就

職・ビジネスに関する図書資料の提供。 

・いきいきコーナー

の設置 

シニア世代からの

心の健康・がん、糖

尿病、心疾患など生

活習慣病に関する

図書資料の提供。 

 

 ・すくすくコーナーの設置 

離乳食、子どもの病気、育児など、子育て支援に関する図書資

料の提供。 

http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/
http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/annai_asa/annai_asa.htm


愛媛県立図書館 

(TEL 089-941-1441） 

http://www.ehimetosyokan.jp/ 

・地域活性化(ビジネス)支援コーナー・資格取得

応援コーナーの設置（ビジネスや就労、住民活動

に関する新刊図書、関係機関からのチラシ、パ

ンフレット、求人情報の提供）。 

・全国電話帳、会社年鑑、住宅地図、地域情報の

提供 

・県立図書館と連携した「ビジネス何でも無料相

談会」を実施。 

・コーナーを設け、医療・健康・福祉に関す

る図書、雑誌、パンフレット等を収集し公開

している。また、医療情報の調べ方に関す

るパスファインダーを作成し、ホームペー

ジに公開している。特色としては、県内外

の関係団体に協力を呼びかけ、患者会資

料や闘病記、がん情報などのコーナーを

設置。 

子育て支援 

・出産・育児、子どもの病気、こころの問題、や学校での生活、

親子問題、幼児教育、学校教育、児童福祉等、子育てに関する

本をジャンル別に並べている。毎月テーマ展示・ミニ展示を実

施。関係団体のパンフレット等を提供。 

新居浜市立別子銅山記念図書館 

(TEL 0897-32-1911） 

http://www.city.niihama.lg.jp/ 

(1)図書及びパンフレット： 

・「ジョブコーナー」において、就職・起業・労働な

どに役立つ資料や関係機関の情報を提供。 

・再就職や資格などの本の企画展示を実施。 

(2)セミナーの開催 

・ビジネス支援機関と連携した就職活動などのセ

ミナーを開催。参加者にブックリストを配布。 

(3)相談会の実施 

・「就労チャレンジ相談」を実施(高知県再チャレン

ジ学習支援協議会と連携)。 

(4)支援・相談機関の紹介 

・「ジョブカフェこうち」などの窓口の情報提供。 

・“就業・起業・産業支援”のページ作成など。 

・健康支援コーナー

の設置(健康関係の

図書､病院､保健セ

ンター等からのパン

フレット・冊子を提

供)。 

・健康講座の実施

（医師の講演、図書

リスト配布） 

  ・保健センターと連携し健康相談

窓口を月1回設置(血圧測定、保

健指導) 

・関係機関との連携によるロビー

展の実施(検診案内、レジ袋削減

運動)。 

http://www.library.ne.jp/ehime/
http://www.city.nihama.lg.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/


高知県立図書館 

(TEL 088-872-6307） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/ 

（高知県立図書館「図書館海援隊の

ページ」 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/chuu

mokujouhou/tosyokan-kaientai.html 

○「おしごとチャレンジ＆サポート情報コーナー」

の設置 

・小郡市地域職業相談室の紹介。 

・若年者就職セミナー開催や多重債務相談窓口

等 

の案内 

・生涯学習課による就職支援講座、就職相談機

関情報の案内。 

・「ワークステーション」の閲覧、配布…ハローワ

ーク久留米より提供 

・新聞求人広告の閲覧 

○おしごと応援コーナーの設置（資格取得、労働

問題の本等） 

(1)図書及びパンフ

レット 

・「医療・健康情報コ

ーナー」において、

健康などに役立つ

資料や関係機関の

パンフレット等を提

供。 

・メンタルヘルス対

策など様々なテー

マについてブックリ

ストを作成、提供。 

 

(1)図書の展示 

・自殺予防週間に合

わせた企画展示を

実施。 

(2)支援・相談機関の

紹介 

・「高知県立精神保健

福祉センター」など

の各支援・相談機関

の窓口の情報提供。

・ホームページでの 

“健康情報サービス”

のページの作成。 

 (1)支援・相談機関の紹介 

・「こうち男女共同参画センター」

などの窓口の情報提供。 

小郡市立図書館 

(TEL 0942-72-4319） 

http://www.library-ogori.jp/ 

・小郡市地域職業相談室の紹介。 

・若年者就職セミナー開催や多重責務相談窓口

当の案内チラシ等を設置。 

・資格取得応援コーナー設置。 

・生涯学習課による就職支援講座、就職相談機

関情報の案内。 

 ・高齢者、障害者へ

の図書等の宅配サ

ービス 

・入院患者への移動

図書館による図書貸

出サービス。 

・商工企業立地課主催の消

費者相談窓口案内。 

・健康課、福祉課、生涯学習課等

と行っている「子育て連絡会」へ

参加し、毎年「小郡市子育て支援

ガイド」を発行。 

春日市民図書館 

（TEL 092-584-4646） 

http://www.library.city.kasuga.fukuoka

.jp/hp/ 

（1）雇用 

・くらしの情報コーナー内に「しごと情報コーナ

ー」を設置し、日刊求人情報（ハローワーク南福

岡）、 

新聞求人広告、市の臨時・嘱託職員募集、緊急雇

用情報、就労支援のための講座情報等を提供。 

・求人情報誌の配布。 

・雇用問題に関する新聞記事等の掲示。 

医療・健康情報 

・「医療・健康情報コーナー」を設置し、「病

気を調べる」「薬を調べる」「病院を探す」と

いう３つのテーマで本を収集整備。 

・調べものミニ講座「医療・健康情報の探し

方」の開催（日程については個別に調整）。

・近隣の「地域医療支援病院」との連携につ

いて、現在検討中。 

  

佐賀県立図書館 

(TEL 0952-24-2900) 

http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/ 

佐賀県立図書館、佐賀県商工会連合会及び日本

政策金融公庫の三者でビジネス支援にかかる

業務連携を締結し、以下の取組を実施（締結

日：H21.8.21） 

① ビジネス相談の実施（毎月第１、３木曜日。予

   【プロサッカーチームとのタイア

ップ】 

地元サッカーチーム（サガン鳥

栖）とタイアップし、企画展示を実

施する。（年１、２回程度） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/%7Elib/
http://www.library-ogori.jp/
http://www.library.city.kasuga.fukuoka.jp/hp/


約制） 

 図書館、商工会連合会及び日本政策金融公庫

の職員が、経営革新・創業等に関する相談に

応じる。 

 相談内容を事前に聞き取っておくことで、相談

時には関連図書を紹介・貸し出しを行ってい

る。 

② ビジネスセミナーの実施 

 商工会連合会、日本政策金融公庫が実施する

セミナーを図書館で開催し、セミナー会場やビ

ジネス支援図書コーナーでセミナーのテーマ

に沿った図書の展示・貸し出しを行っている。 

③ ビジネス支援図書コーナー＆電子情報コー

ナー「くすネット」の設置 

 ビジネス支援図書コーナーでは関連図書約３５

０冊、関連雑誌・新聞約３００点の展示・貸し出

しを行うとともに、電子情報コーナーでは無線

ＬＡＮやインターネット利用、有償データベース

の閲覧（無料）サービスを提供し、本とデジタ

ル情報の両面からの支援に取り組んでいる。 

加えて、県内の公共図書館等と

も連携し、同企画の巡回展示を

実施する。 

鹿島市民図書館 

(TEL 0954-63-4343) 

http://www.library.city.kashima

.saga.jp/ 

 

・「働く気持ち応援コーナー」を新設（8/18～）。就

労前、就労中のどちらの利用者もカバーできる 

内容の書架作りをしている。 

・就職・企業情報など仕事関連のパンフレット置き

場を新設（8/20～）。 

・定期的に地元企業（約87 社）へ、企業向けの本

の情報を発信。 

・レファレンスコーナーに職員が常駐し、調べ物 

の相談に乗る。 

・「心の健康コーナー」を常設。一般書から 

児童書まで自殺予防となるような本を置い 

ている。 

・シニアコーナーを常設。その隣に大活字 

本コーナー有り。毎月テーマ展示をし、本を

提供。定期的に高齢者大学に出向いて宣 

伝。 

 

  



鳥栖市立図書館 

(TEL 0942-85-3630) 

http://www.library-tosu.jp/ 

・ビジネス支援コーナーの設置 

仕事に役立つ情報を、鳥栖市商工振興課・鳥栖

商工会議所・ハローワーク等と連携し提供する。

就職・転職、起業や経営支援等に関する、各種機

関からのチラシ、パンフレット、求人情報の提

供。 

・子育て支援コーナーの設置 

市内の子育て関係機関と連携し、各機関が発行

したパンフレット類のファイリングや展示。 

子育て支援の相談窓口の紹介のチラシの配布。

・相談コーナーにて、司書が常駐し調べもの相談

にのる。 

・福祉、健康・医療等のテーマで特集展示を

実施。 

  

荒尾市立図書館 

（TEL 0968-63-2379） 

http://www.arao-lib.jp/ 

〈課題解決支援を含めた総合的なキャリア・アップ支援〉 

【キャリア・アップ支援コーナー】 

・就業・就職、ビジネススキル、生き方・ライフスタイル、市民活動など広い意味でのキャリア・アップ支援図書及び資料の設置。 

【総合的レファレンスサービス】 

・司書や専門のカウンセラーによる図書に関する相談。 

【ビジネススキルや就業能力向上支援、ライフスタイルに関する講座、セミナーの開催】 

【関係機関との連携による雇用対策事業の実施】 

・若者サポートステーションとの連携による就業能力向上支援講座や、雇用対策事業（講座、ＯＪＴなど）の実施。 

【キャリアカウンセリング】 

・専門のカウンセラー（４名在籍）によるキャリアカウンセリングの実施。 

菊陽町図書館 

(TEL 096-232-0404） 

http://www.kikuyo-lib.jp/hp/ 

・「仕事に役立つ本」コーナー常設 

・起業、経営、ビジネス情報に関する図

書の収集提供 

・求人情報（ハローワーク、新聞折り込み

チラシ）の収集提供 

・「新型インフルエンザ」など、

緊急性があり、図書では十分

に賄えないトピックスは、県や

町のHPの情報をプリントアウ

トしてファイル化し、情報提供

（毎日更新する）。 

・新刊コーナー横

に「子育て情報コ

ーナー」を設置 

・関連情報誌・パン

フレット等の収集

配布 

・くらしの法律、ビジネスの

法律の図書を意識的に収

集 

・関連情報誌・パンフレット

等の収集配布 

・口蹄疫発生時には、関連図書

が出版されていないため、省庁

や県・町のHP情報をプリントア

ウトして提供。 

・生活に役立つ情報誌、お知ら

せ等の掲示・配布 

・各種おはなし会の開催（館外含

む） 

・ブックスタートやマタニティサー

クル会場での本の紹介や読み

http://www.library-tosu.jp/
http://www.arao-lib.jp/
http://www.kikuyo-lib.jp/hp/


聞かせ、読書アドバイス実施 

・県内学校案内コーナーの設置 

大分県立図書館 

(TEL 097-546-9972） 

http://library.pref.oita.jp/ 

 

・「県民知っ得！情報コーナー」の設置

(県政の重点課題・施策等に関する資料、

県の雇用対策に関する情報提供、福祉

制度・就職活動・心の問題等に関する図

書・雑誌・パンフレットを配置)。展示「就

活！」。 

・日経テレコン等のオンラインデータベ

ース用検索パソコンを配置。 

・HPにビジネス支援のページを掲載。 

・経営無料相談会の定期的な実施。 

・『生きがい・健康づくり情報コ

ーナー』の設置(シニア世代の

ための健康づくり・医療情報

に関する図書、闘病記等を配

置)。 

・ブックリスト｢メタボリックシン

ドローム対策｣配布。 

・『県民知っ得！情

報コーナー』の設

置 

展示：「生活を守

る」(各種福祉制度

や支援制度等に関

する資料を紹介) 

 

・データベース「Lexis Nexis 

JP」の提供。 

・テーマ別調べ方ガイド｢判

例のさがし方｣の配布。 

 

 

宇佐市民図書館 

（TEL 0978-33-4600） 

http://www.usa-public-library.jp/ 

・ビジネス本コーナーの設置（商業・農

業、資格・就職関連本の新刊、ハローワ

ークの求人情報等ファイルコーナー） 

・ギャラリーで産業関連等の企画展示

（宇佐七麦の世界展、駅館川総合開発史

展など） 

・農政課への協力 食育推進生活の「麦

の学校」一環としてエントランスホールで

のスケッチ展示。「麦」をテーマにしたブ

ックトーク。冊子作成協力。 

・金融広報委員会との講座開催（金融広

報アドバイザーによる年金、確定申告、

高額医療費、多重債務などの無料講座と

図書紹介） 

・保健師との健康情報コーナ

ー （自治体の医療費削減の

ための情報提供）（月替わり

で健康情報提供、図書展示11

月に糖尿病の無料検診を予

定） 

  ・子育て支援コーナーの設置（名

付け、離乳食、しつけ、子育て支

援情報のファイルなど） 

・観光・スポーツ関連の取り組

み。 

エントランスホールでの「図書館 

で温泉ダービー」。大分トリニー 

タ、まちづくり観光課と協力。相 

手チームや大分県内他館と協力 

してサッカーと観光の展示 

宮崎県立図書館 

（TEL 0985-29-2911） 

http://www.lib.pref.miyazaki.jp/ 

・閲覧室内に常設コーナー「ビジネス情

報コーナー」にて起業・経営に役立つ

本、雑誌、パンフレット等で情報提供 

・図書館入り口近くのパンフレットコーナ

ーにてハローワーク、県、雇用・能力開

発機構などの就職、求人、スキルアップ

・「健康情報コーナー」にて病

名別に配架した闘病記、食

育、医療関連のパンフレット配

布、テーマ展示等による情報

提供 

・図書館内で毎週土曜看護協

 ・図書館内で毎月第2金曜

司法書士による法律相談

会を実施 

・交通事故、消費者問題な

どをとりあげた「困った…

法律トラブル」、「多重債務」

・常設コーナー「子育て支援コー

ナー」にて育児、子育てに関す

る本による情報提供 

・図書館ホームページ内に「すぐ

に役立つリンク集」作成、育児、

医療、法律等さまざまなトラブル

http://library.pref.oita.jp/
http://www.usa-public-library.jp/
http://www.lib.pref.miyazaki.jp/


に関するパンフレットを配布 

・図書館エントランスのパンフレットコー

ナーにて「困ったら図書館へ」をコンセプ

トに法テラス、男女共同参画センターほ

か各種機関の生活に役立つパンフレット

を配布 

・図書館内で毎週木曜産業支援財団コー

ディネーターによるビジネス相談会を実

施 

 

会保健師等による健康相談会

を実施 

・病名、病気の部位から所蔵

する闘病記を探すことのでき

る「闘病記リスト」、所蔵する医

学関連参考図書、関連リンク

をまとめた「医療情報調べ方

ガイド」による情報提供        

など法律トラブルについて

本、Web情報、相談機関の

情報を提供 

時に役立つ主に宮崎の関係機

関に関する情報を提供 

※「図書館海援隊」参加図書館 主な取組内容の詳細は、文部科学省ホームページ( http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l.htm ）に掲載しています。 


