
平成２７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：48.0％） 

 

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 30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 

夏の旬料理教室 7/2 江田島公民館 新規 13 83％ 

夏休み親子料理教室 8/11 江田島公民館 継続 10 100％ 

手作りパン教室 6/21 切串公民館 新規 18 61％ 

さわやか健康料理教室 7/18 中町公民館 継続 10 20％ 

あなたにも出来る HIP・HOPダンス 8/8 中町公民館 新規 10 100％ 

子どもカヌー教室 7/25 沖美公民館 新規 5 100％ 

読み聞かせと工作胸かざり 4/11 大柿公民館 新規 14 100％ 

読み聞かせと夏のモビール作り 7/11 大柿公民館 新規 10 100％ 

大人と子供の料理教室 8/18 大柿公民館 新規 11 81％ 

○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。 

○公民館まつり（3月）において講座等のＰＲを行う。 

３ 評価 

評価指標 若年層利用者数割合 

実績値（平成 26年度） 43.7％ 

目標値（平成 27年度） 48.0％ 

総合評価 
44.0％（内訳：江田島公民館 43.8％，中町公民館 23.9％，沖美公民館 

       66.7％，大柿公民館 48.5％）  

〇現段階では，目標を達成できていない。 

 

 

４ 改善策 

〇各公民館の連携強化を図り，若年層ニーズにあった講座を企画する。 

〇広報等でＰＲし，周知を図る。 

 



平成２７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：780人） 

 

 

２ 取組・方策 

○市文化協会作品発表会との同時開催を進める。 

 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。 

○10 月 31 日（土）～11月 3 日（祝・火）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。 

・ミニコンサート 10/31（土）「ヴァイオリン＆ピアノ」 

         11/ 1（日）「フルート＆ピアノ」 

・審査員作品特別展示の実施。 

・会期中，会場内でスタンプラリーを実施。 

・学校見学会の実施：11/2（月）実行委員が作品を解説。 

・巡回展の実施（江田島支所）：11/9（月）11/10（火） 

○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 26年度） 759人 

目標値（平成 27年度） 780人 

総合評価 未実施 

○市美展開催予定日：平成 27年 10月 31日（土）～11月 3日（祝・火） 

 

 

 

４ 改善策 

○なし 

 

 

 



平成２７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             7,100人   

      大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫） 650人 

２ 取組・方策 

○ものづくり教室の充実を図る。 

 平成 26年度：6回実施        学びの館ものづくり教室（平成 27年度実績・計画） 

 平成 27年度：7回実施予定 

 

○展示資料の相互貸出を実施する。 

 市美展期間中に，学びの館展示資料を

大柿地区歴史資料館に展示する。 

  平成 27年 10月 31日（土） 

      ～11月 3日（祝・火） 

 

○学びの館の「ものづくり教室」を広報等でＰＲし，周知を図った。 

 

 

教 室 名 実施日 参加者数 

和紙ちぎり絵教室 6/20,27 7 

丹後ちりめんはり絵教室 9/5,6 9 

着物の端切れでコースター 10月  

手書き友禅染め体験 11月  

クリスマスアレンジメント 12月  

オリジナルキャンドル 1月  

万華鏡 2月  

３ 評価 

評価指標 来場者数 

実績値（平成 26年度） 学びの館：6,874人，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）：625人 

目標値（平成 27年度） 学びの館：7,100人，大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）：650人 

総合評価 
学びの館            3,956人 

大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）185人      

○大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫）については，昨年実績をかなり下回っている。 

  学びの館             3,956人（55.7％） 

  大柿地区歴史資料館（灘尾記念文庫） 185人（28.4％） 

４ 改善策 

○大柿地区歴史資料館において，六角紫水講座を開催する。 

 日時：11月 3日（祝・火）11:00～12:00 

 講師：広島県立美術館学芸員 

 



平成２７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：108,000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 7月 10日～9月 30日まで

実施した。 

○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。 

○行事案内を市内各小中学校，保育園，子育て

支援センターへ配布または掲示し，周知を図った。 

○子ども読書活動推進計画に基づき，江田島図書館と能美図書館において，読み聞かせなどを

テーマとした講座（親の力を学びあう学習プログラム）を実施した。 

 

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） 
 41 142 

切串公民館 

（4・5月のみ 1回） 
138 686 

三高会館 149 482 

市民サービスセンター  60  111 

大君自治会館  12  49 

３ 評価 

評価指標 年間貸出冊数 

実績値（平成 26年度） 105,629冊 

目標値（平成 27年度） 108,000冊 

総合評価  59,273冊 

○4月から 9月末の貸出冊数：59,273冊。（55％） 

○前年同期（9月末）比 1,862冊増となり，現段階では目標（半期 54,000冊）を達成している。 

 

４ 改善策 

○図書館利用に関し，利用案内チラシ（インターネットの利用も含む）を作成し，市内各所（地

元商店，金融機関，船，病院，福祉施設等）に配布または掲示し，PRを強化する。 

○読書の記録を心の財産として殖やすために，秋の読書週間（10月 27日～）に合わせて，2館

1室合同の「読書貯金通帳」を希望者に配布（期限なし）する。 

 


