
「図書館海援隊」参加図書館 主な取組内容（概要） （平成22年2月8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.hok

kaido.jp/ 

・ 常設コーナー：「ビジネスコーナー」の設置。 

・ 保健福祉部、経済部、北海道労働局からの情報やパ

ンフレットの収集(2月中)。 

・ ＨＰに海援隊ページを作成(予定)。 

・「わかりやすい健康に

関する情報講座」を実施 

  ・果物の健康機能性等

の道内産フルーツに関

する講演会。 

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) 

東京都立中央図書館 

（TEL 03-3442-8451） 

http://www.library.metro.to

kyo.jp/index.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。 

立川市図書館 

（TEL 042-528-6800）  

http://www.city.tachikawa.l

g.jp/cms-sypher/www/lib

/index.jsp 

(1)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。 

(2)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。 

(3)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)。 

    

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 

（ 別 紙 ） 



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.kaw
asaki.jp/index.html） 

・館内展示「厳しい雇用状況～就労・就職支援」・「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 

・「医療情報支援」セミナ

ー開催予定。 

「感染症に関する本」特

集コーナー。 

・館内展示「セカンドステージ～シニアライフをす

ごすための１冊～」 

社会保障、再就職、成年後見、相続、遺言など、シ

ニア向け課題解決コーナー。 

・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/kyoiku/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、常に最新の、いま最も役立つ資料を

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、開催決定！ 

大阪市立中央図書館 

（TEL 06-6539-3300） 

http://www.oml.city.osaka.j

p/index.html 

・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.tott

ori.jp/ 

 

貧困・困窮者支援 

(1) 資格取得／就職応援コーナー 

(2)「働く気持ち応援コーナー」新設(2/19～) 

(3) 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) 

(4)関連パンフレット棚の設置 

(5) 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) 

(1) 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 

(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

 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



(2) 業界誌の収集 

(3) 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 

(4) 特許相談会・就農相談会の定期開催 

(5) 「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 

(6) 関連パンフレット棚の設置 

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。 

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。 

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.hiro

shima.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。 

 

愛媛県立図書館 

(TEL 089-941-1441） 

http://www.library.ne.jp/eh

ime/ 

・ 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。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。 

・ 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

・ 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、園や

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。 



新居浜市立別子銅山記念

図書館 

(TEL 0897-32-1911） 

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

p/ 

・地域活性化(ビジネス)支援コーナーの設置（ビジネス

や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。 

・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)。 

高知県立図書館 

(TEL 088-872-6307） 

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

~lib/ 

(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。 

(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債務相談窓口等の案

内チラシ等を配置。 

・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、保育所による連

携した「子育て連絡会」 

への参加。 

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「ビジネス情報リンク集」掲載。 

・『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(常設) 

 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「判例体

系」の提供。 

・テーマ別調べ方ガイド

｢判例のさがし方｣の配

布。 

 

 

※「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。 


