
達成率

98.9%

123.1%

94.4%

96.4%

101.0%

102.8%

達成率

110.6%

67.4%

104.2%

94.1%

達成率

101.9%

94.5%

68.0%

85.7%

87.5%

評価ランク　〈４〉 達成率平均

評価ランク　〈３〉 達成率平均

評価ランク　〈２〉 達成率平均

260件

8,393人

14日 12日

(11) 見学者数 図書館見学受入人数（学校等） 平成25年度の見学者数（学校等）と同程度以上 1,335人 1,335人 908人

(10) メディア掲載等件数
新聞他各メディアへの掲載及び出演件数
※各種行事に関するインタビューを含む

平成25年度の実績と同程度以上 275件 275件

(12) 職場体験・インターンシップ受入日数 職場体験・インターンシップの延べ受入日数 平成25年度の職場体験・インターンシップ受入実績と同程度以上 14日

( 9) ホームページアクセス件数 ＨＰ（トップページ）アクセス件数 平成25年度のHPアクセス件数と同程度以上 282,775ｱｸｾｽ 282,775ｱｸｾｽ 288,234ｱｸｾｽ

［基本的運営方針Ⅲ］　開かれた図書館

     ■知識や情報の世界の入口として、誰もが親しみを感じ、気軽に利用できる

評価項目 評価指標 目標値設定の考え方
平成25年度
実績値

平成26年度
目標値

平成26年度
実績値

( 8) 地域資料の寄贈受入数
地域資料の寄贈受入数
※郷土資料・行政資料・県人著作の受入数

平成25年度の寄贈受入冊数と同程度以上 1,054冊 1,054冊 1,098冊

( 7) 山梨県立図書館企画事業参加者数
　　　※(21)と同じ

事業参加者数
※図書館主催・共催・後援事業

平成25年度の参加者数と同程度以上 12,459人 12,459人

( 6) 図書館協力員活動状況 延べ活動回数 平成25年度の延べ活動回数と同程度以上 1,582回 1,582回 1,750回

［基本的運営方針Ⅱ］　県民が創造する図書館

     ■県民が主体的に図書館に関わり、あるべき姿を創り出していく

評価項目 評価指標 目標値設定の考え方
平成25年度
実績値

平成26年度
目標値

平成26年度
実績値

4,819点

( 5)所蔵資料数 所蔵資料総数
平成25年度の資料総数に、平成24年度から平成25年度までの増加
点数を加えた数と同程度以上

資料総数 834,896点
（増加点数 　16,721点）

851,617点 860,243点

12,308人

( 3) 貸出数 個人貸出数 平成25年度の個人貸出数と同程度以上 458,664点 458,664点 432,881点

( 2) 登録者数 登録者(個人)数
旧図書館の新規登録者数の5倍程度（入館者数の伸び率）以上
　※平成23年度の新規登録者（2,008人）*5（入館者数の伸率）

 20,732人 10,000人

( 4) 相互貸借数 県立図書館からの協力貸出数
旧図書館の平成23年度実績（4,534冊）の約1割増
　※蔵書が約8％増（H23→H25)

8,400点 5,000点

( 1) 入館者数 入館者数 平成25年度の入館者数と同程度以上 915,452人 915,452人 905,801人

山梨県立図書館の基本的運営方針と評価項目・評価指標一覧（平成26年度）

［基本的運営方針Ⅰ］　すべての県民のための図書館

　　 ■誰もが利用でき、幅広い分野で知識が得られ、日々の仕事や生活に役立つ

評価項目 評価指標 目標値設定の考え方
平成25年度
実績値

平成26年度
目標値

平成26年度
実績値



達成率

98.6%

96.8%

85.5%

81.8%

84.7%

94.6%

90.3%

達成率

116.5%

100.3%

67.4%

113.0%

99.3%

達成率

100.1%

179.1%

120.4%

133.2%評価ランク　〈５〉 達成率平均

評価ランク　〈３〉 達成率平均

評価ランク　〈３〉 達成率平均

4,707ｱｸｾｽ

63.6%

27人

91件

(25) デジタルアーカイブ作成数 デジタルアーカイブの作成点数 年次計画目標点数　4,200枚（350枚/月×12月） 531枚（82点） 4,200枚 5,056枚

(24) 「発見！やまなしナビ」アクセス件数
ＨＰ内「発見！やまなしナビ」（トップページ）のアク
セス件数

平成25年度の「発見！やまなしナビ」(トップページ）アクセス件数と同
程度以上

2,628ｱｸｾｽ 2,628ｱｸｾｽ

(23) 地域資料所蔵数
地域資料図書総数
※郷土資料、行政資料、県人著作の所蔵数

平成25年度の増加点数と同程度以上の増加
※平成25年度増加点数　1,760点

76,595冊 78,355冊 78,397冊

2,759人 3,118人

［基本的運営方針 Ⅵ］　山梨の文化を支え、創造する図書館

     ■山梨の文化を継承し、支え、発展させる
     ■県民のアイデンティティを育み、地域に輝きをもたらす

評価項目 評価指標設定 指標設定の考え方
平成25年度
実績値

平成26年度
目標値

平成26年度
実績値

(21)山梨県立図書館企画事業参加者数
　　　※（７）と同じ

事業参加者数
※図書館主催・共催・後援事業

平成25年度の参加者数と同程度以上 12,459人 12,459人 8,393人

(20)交流エリア稼働率　
交流エリア貸施設稼働率
※イベントスペース、多目的ホール、交流ルームの
稼働率

平成25年度の交流エリア稼働率と同程度以上 63.4% 63.4%

(22)読み聞かせ参加人数 子ども読書支援センターおはなし会参加者数 平成25年度のおはなし会参加者数と同程度以上 2,759人

県立図書館が主催した研修の参加者数 平成25年度研修参加者数と同程度以上 1,252人 1,252人 1,060人

(19)交流エリア利用者数
交流エリア利用者数
※イベントスペース、多目的ホール、交流ルームの
利用者数の合計

平成25年度の交流エリア利用者数と同程度以上 98,907人 98,907人 115,198人

［基本的運営方針Ⅴ］　県民の活動を支える図書館

     ■図書館での学びを通して人々が集まり、さまざまな出会いと交流の舞台となる

評価項目 評価指標 目標値設定の考え方
平成25年度
実績値

平成26年度
目標値

平成26年度
実績値

(15) 電子書籍貸出件数 電子書籍貸出件数 平成25年度の電子書籍貸出数と同程度以上 836件 836件 715件

(14) レファレンスツール作成件数
レファレンスツール登録・更新件数
※レファレンスデータ、ブックリスト、パスファイン
ダー作成件数

平成25年度レファレンスツール作成件数と同程度以上 94件 94件

(16) 講師派遣数 県立図書館職員が講師等として活動した延べ人数 平成25年度の派遣人数と同程度以上 33人

(18)子ども読書支援センター受入資料数
子ども読書支援センターの年間受入資料数
※児童図書、児童書研究書、紙芝居の受入数

平成25年度の受入資料数と同程度以上 3,069冊 3,069冊 2,902冊

33人

(17) 図書館主催研修参加者数

(13)調査相談件数
年間調査相談件数
※利用案内件数を含む

平成25年度の調査相談件数と同程度以上 44,767件 44,767件 44,150件

［基本的運営方針Ⅳ］　成長する図書館

     ■求められる機能やサービスを新たに見出して成長する
     ■中核的図書館として県内図書館をリードし元気にする

評価項目 評価指標 目標値設定の考え方
平成25年度
実績値

平成26年度
目標値

平成26年度
実績値


