
平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 公民館講座等の充実を図る。 

短期経営目標 公民館講座の若年層の利用者数割合の増加を図る。 

１ 短期経営目標（具体） 

 公民館講座の若年層（50歳未満）の利用者数割合の増加を図る。（目標：50.0％） 

 

２ 取組・方策 

○すべての講座でアンケートを実施した。 

○若年層ニーズにあった講座等を実施した。 

若年層（50歳未満）対象講座 （全 40講座から抜粋） 

講 座 名 実施日 場 所 種別 実績（人） 
若年層 
参加率 

生き物ふれあい講座 7/29 江田島公民館 新規 28 85％ 

夏休みモノづくり講座 8/8 切串公民館 新規 5 100％ 

元気アップ教室 7/29 中町公民館 新規 25 100％ 

夏休み特別企画なぎさで万華鏡 7/30 中町公民館 新規 24 100％ 

中町公民館でいろいろ体験 Week！ 8/8 中町公民館 新規 36 94％ 

バードウォッチング入門教室 7/3 沖美公民館 継続 11 100％ 

ジュニアカヌー教室 7/24.8/7 沖美公民館 継続 9 100％ 

おはなしむら 4/9 大柿公民館 継続 12 100％ 

金谷雷聲 書道講座 8/15.16 大柿公民館 新規 18 72％ 

○毎年度末に実施する公民館まつりにおいて，翌年度の講座等のＰＲを行う（予定）。 

○毎月「広報えたじま」の行事案内欄に講座案内を掲載し，周知を図った。 

○学校や市ＰＴＡ連合会等に，講座の周知を行った。 

３ 評価 

評価指標 若年層（50歳未満）利用者数割合 

実績値（平成 27年度） 44.0％ 

目標値（平成 28年度） 50.0％ 

総合評価 
66.2％（内訳：江田島公民館 57.0％，中町公民館 66.0％， 

沖美公民館 96.2％，大柿公民館 41.7％） 

〇現段階では，目標を達成できている。 

 

 

 

４ 改善策 

○なし 



平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 市美術展の充実を図る。 

短期経営目標 市美術展の来場者数の増加を図る。 

１ 短期経営目標（具体） 

 市美術展の来場者数の増加を図る。（目標：950人） 

 

 

２ 取組・方策 

○市文化協会作品発表会との同時開催とし，会場レイアウトや役割分担について，市文化協会作品

発表会実行委員会と協議している。 

○11月３日（木・祝）～11月６日（日）の実施に向けて，実行委員会において開催内容を検討し

ている。 

・作品募集枠（種類）の拡大。 

・ミニコンサート 11/３（木・祝）「ギター＆マンドリン」 

11/５（土）「クラリネット＆ピアノ」 

11/６（日）「ギター＆オルゴール」 

・審査員作品特別展示の実施。 

・学校見学会の実施：11/４（金）実行委員が作品を解説。 

・巡回展の実施（学びの館）：11/11（金）～11/13（日） 

○広報等でＰＲし，周知を図る。 

 広報紙，ホームページ，ポスター，チラシの新聞折り込みなどでの周知。 

３ 評価 

評価指標 来場者数 

実績値（平成 27年度） 945人 

目標値（平成 28年度） 950人 

総合評価 
未実施 

○市美展開催予定日：平成 28年 11月３日（木・祝）～11月６日（日） 

 

 

 

４ 改善策 

○なし 

 

 



平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 歴史資料館の活性化を図る。 

短期経営目標 学びの館，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）の来場者数の増加を図る。 

１ 短期経営目標（具体） 

 学びの館，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）の来場者数の増加を図る。 

   目標 学びの館             8,500人   

      大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫） 700人 

２ 取組・方策 

○学びの館 

ものづくり教室を実施している。    

   平成 27年度：9回実施        

   平成 28年度：10回実施予定 

  市民ギャラリーを実施した。 

  歴史関係講座を開催する(予定)。 

○大柿歴史資料館（灘尾記念文庫） 

  歴史関係講座を開催する(予定)。 

○事業についてのＰＲを，広報等で 

 行った。 

 

学びの館ものづくり教室（５教室から抜粋） 

教 室 名 実施日 参加者数 

和風バスケット作り 6/25 20 

竹のおもちゃ作り 8/7 29 

わたしのうつわ作り 9/24 29 

学びの館市民ギャラリー 

展 示 名 実施 観覧者数 

登地靖徳とゆかいな仲間達-ペンテルの会 ６月 129 

西本いさむ 2016 森羅万象 「続・真夏の Earth」 ７月 284 

藤井佳枝 写心展 ８月 358 

３ 評価 

評価指標 来場者数 

実績値（平成 27年度） 学びの館：8,486人，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）：692人 

目標値（平成 28年度） 学びの館：8,500人，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）：700人 

総合評価 
学びの館            4,902人 

大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）282人 

○学びの館，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）ともに，昨年同時期実績を上回っている。 

 学びの館 4,902人（57.6％）大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）282人（40.2％） 

 (参考)昨年同時期 学びの館：3,956人，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）185人 

４ 改善策 

○学びの館及び大柿地区歴史資料館において，ふるさと歴史講座を開催する。 

○学びの館市民ギャラリーをはじめ，事業の周知や施設のＰＲを強化する。 

 



平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 図書館の充実を図る。 

短期経営目標 図書館年間貸出冊数の増加を図る。 

１ 短期経営目標（具体） 

 図書館年間貸出冊数の増加を図る。（目標：113,000冊） 

 

２ 取組・方策 

○２館１室合同の「本でめぐる 江田島しましまスタンプラリー」を読書週間にちなんで９月

16日～11月 30日まで実施している。 

○ミニ図書館の開催場所を変更した。 

毎月の「広報えたじま」の図書館だより欄に， 

ミニ図書館（移動図書館）の開催日時欄を設

け，周知を図った。 

○図書館だよりや行事案内を市内各小中学校，

保育園，公民館，港ターミナル，子育て支援

センター等に配布または掲示し，周知を図っ

た。 

○各館（室）に他館（室）のおすすめの本展示

コーナーを設け，利用促進を図った。 

○子ども読書活動推進計画の取組として，子どもの日スペシャルを実施した。また，毎月の読

書関連事業や読書ボランティアによる本の読み聞かせ等を行っている。さらには，小学校５・

６年生を対象とした「子ども司書」養成講座を実施している。 

○読書貯金通帳を配布している。（現在 137冊） 

ミニ図書館の実績（4月～9月）※月 2 回 

場 所 利用人数 利用冊数 

津久茂児童館 

（4・5月のみ１回） 
 35 165 

切串公民館 

（5月のみ 1回） 
124 603 

三高会館 

（4・5月のみ 1回） 
 65 223 

市民サービスセンター 

（4・5月のみ 1回） 
 13  19 

３ 評価 

評価指標 年間貸出冊数 

実績値（平成 27年度） 110,572冊 

目標値（平成 28年度） 113,000冊 

総合評価  51,390冊 

○４月から９月末の貸出冊数：51,390冊（45.4％）(参考 昨年同時期：59,273冊) 

 

 

４ 改善策 

○実施中の「本でめぐる 江田島しましまスタンプラリー」に関し，窓口で来館者に呼びかけを

行う等，ＰＲをさらに強化する。 

 


