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１ 総合情報館の概要 

 

（１）設置の目的 

芳賀町総合情報館は、図書館・博物館・文書館の複合施設として、平成 20年 10月 3日に開館し

た。芳賀町では、平成 4 年、公民館図書室が芳賀町民会館内に開室されていた。しかし、開架書架

も満杯となり、閲覧コーナーの狭隘さ等図書室サービスを十分に展開することは出来ず、平成 10 年

代に入り住民から図書館設置が要望され始めた。博物館施設については、昭和 49年、旧南高根沢

村役場庁舎を利用して郷土資料館が設置された。この施設は、平成 12 年、廃校となった与能小学

校にその機能を移転し引続き運営していたが、十分に活用されているとは言い難い状況だった。文

書館は、芳賀町史編さん事業がそのきっかけである。平成 6年度から本格的に開始された事業が中

盤に差し掛かった平成 10 年度の第五回芳賀町史編さん委員会において、収集資料の保存活用に

ついて意見が出されたことをきっかけに、文書館構想が浮上した。この頃より、編さん業務とともに、

地方公文書館への視察や総務課所管であった町史編さん室を教育委員会に所管変更するなど将

来の文書館を見据えた活動が行なわれるようになった。以上のような図書室、郷土資料館、町史編さ

ん室の状況があり、芳賀町の町創りに対する理念等が集約された結果、図書館・博物館・文書館の

機能を複合した総合情報館構想へと結実した。 

そして、総合情報館は、町民と町が一体となって文化・地域・行政情報資源を収集活用し、社会の

急速な変化に十分対応できる、新たな地域創造を図る新世紀芳賀町の生涯学習と文化活動の総合

拠点とすることを目標とした。 

 

（２）総合館としてのメリット 

規模の小さな単独館を別々に設置しても、いずれも不十分なものとなりがちである。そのため、総

合情報館は町民のニーズの変化や情報の高度化にも対応しやすく、一体的に利用することでその

利便性を高めることができるとし、機能の集約性をメリットとして掲げている。 

 

（３）開館までの経過 

平成 15年 6月 27日 第 1回総合情報館（仮称）設立構想専門委員会 

平成 15年 8月 5日 第 1回総合情報館（仮称）設立構想懇談会開催 

平成 15年 8月～9月 各種団体からの意見聴取 

平成 15年 9月 12日～

9月 13日 

専門委員会、懇談会合同研修会（茨城県八千代町、猿島

町、三和町） 

平成 16年 3月 8日 専門委員会『芳賀町総合情報館（仮称）基本構想』提出 

平成 16年 5月 24日 第 1回建設委員会開催 

平成 16年 6月 28日 第 1回建設委員会専門部会開催 

平成 16年 11月 4日 建設委員会『（仮称）芳賀町総合情報館基本計画書』提

出、第１回プロポーザル審査委員会開催 

平成 16年 11月 10日 基本設計に関するプロポーザル説明会（6社） 

平成 16年 12月 18日 第 2回プロポーザル審査委員会開催、（株）日本設計の提

案採用 

平成 16年 12月 28日 （株）日本設計と基本設計の業務委託契約を締結 
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平成 17年 3月 24日 （株）日本設計より、基本設計図書納品 

平成 17年 4月 1日 生涯学習課に総合情報館推進係設置 

平成 17年 7月 4日 （株）日本設計と総合情報館実施設計業務委託契約締結 

平成 17年 11月 30日 （株）日本設計より、総合情報館実施設計図書納品 

平成 18年 3月 18日 総合情報館運営説明会開催 

平成 18年 6月 2日 飛島建設（株）と総合情報館建設工事請負契約締結 

平成 18年 9月 20日 基礎工事開始 

平成 19年 9月 28日 飛島建設（株）より、建設工事完了届提出 

平成 19年 12月 21日 愛称を「知恵の環館」に決定する 

平成 20年 4月 1日 芳賀町総合情報館設置管理条例制定 

平成 20年 7月 20日 総合情報館図書館プレオープン 

平成 20年 10月 3日 総合情報館落成式 

 

（４）建物の概要（主な施設の面積） 

敷地面積            4,146.74㎡     普通収蔵庫           149.25㎡ 

建築面積            2,411.33㎡   特別収蔵庫            48.96㎡ 

延床面積            2,959.34㎡ 地域資料庫           185.75㎡ 

図書館               963.66㎡ 体験学習室兼作業室      58.07㎡ 

展示室 1              99.05㎡ 多目的室              88.45㎡ 

展示室 2             134.95㎡ 会議室               14.01㎡ 

構造規模                             ＲＣ造、一部Ｓ造、地上 2階 

 

（５）平成 27年度の組織 

・芳賀町教育委員会―生涯学習課―総合情報館係―図書館・博物館・文書館 

館長（生涯学習課長兼務） 1名 係長 1名 

主査 2名 図書館司書（嘱託員） 4名 

博物館学芸員（嘱託員） 1名 学校図書館司書（嘱託員） 4名 

                           13名 
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２ 図書館の統計と事業 

 

（１）開館日と入館者数 

開館日数 301日 

入館者数 111,967人 

1日平均入館者数 372人 

17時以降入館者数 11,324名 

17時以降平均入館者数 38名 

  ※入館者数は入館カウンターによる延人数  

 

（２）貸出利用者数と資料貸出数 

貸出利用者数 32,616名 

町内貸出利用者数 16,282名 

貸出数 144,825点 

町内貸出数 69,066点 

1日平均貸出利用者数 108名 

1日平均貸出数 481点 

 

（３）新規登録者数 

新規登録者数 647名 

町内在住者新規登録者数 322名 

 

（４）受入資料数と除籍資料数 

受入資料数（寄贈資料を含む） 6,606点 

受入新聞種数 11種 

受入雑誌種数 90 種 

除籍資料数（雑誌を含む） 942点 

 

（５）所蔵資料数（概要） 

一般書 61,204冊 

児童書 18,200冊 

絵本 11,736冊 

紙芝居 648冊 

雑誌 1,721冊 

地域資料 1,974冊 

VHS（ビデオテープ） 1,299点 

DVD 1,377点 

CD 2,144点 

合計（点） 100,303点 



4 

 

（６）各種サービス 

インターネットコーナー利用者数 512名 

視聴コーナー利用者数 1,354名 

コピーサービス枚数 877枚 

資料リクエスト件数 659件 

資料予約件数 5,391件 

レファレンス件数 1,694件 

他館相互貸借資料数（貸出数） 1,004件 

他館相互貸借資料数（借受数） 303件 

 

（７）団体貸出 

・定期的に以下の施設に児童書、絵本、紙芝居の団体貸出を行っている。 

芳賀中学校 幼保連携型 認定ひばりこども園 

芳賀北小学校 みずはし保育園 

芳賀東小学校 祖母井保育園 

芳賀南小学校 のぶ幼稚園 

子育て支援センターあっとほーむ 

 

（８）図書館の催事 

①特集展示コーナー 

利用者に図書に親しんでもらうため、館内に特集展示コーナーを設けている。常設として、「ＬＲ

Ｔ」、「福田たね・青木繁を知る」、「学校記念誌」、「学生支援」、「自動車」、「朝ドラ・大河」、「健康

情報」等を設けている。月毎には、大人向け・子ども向けにテーマを決め、特集展示を行っている。

また、博物館業務と連携し、展覧会の開催期間中、その展示についての関連図書の特集展示を

行っている。その他、社会で話題になっている事柄についての特集展示をその都度行った。 

平成27年度は、常設展示として、司書の選定した絵本、ＹＡ本を「芳賀町図書館おすすめ絵本」

「ＹＡおすすめ本」として新たに設けた。また、子ども向けに町内学校の夏休み・冬休み期間に合

わせて対面朗読室内を装飾し、「おばけのへや」「クリスマスのへや」を作り、関連本の特別展示を

行った。 

 

②図書館おはなし会 

概   要 

子どもが楽しんで読書に親しむ機会を提供するため、町図書館おは

なしボランティアの方々（4名）の協力を仰ぎ、絵本や紙芝居の読み聞

かせを行う「図書館おはなし会」を開催した。 

対 象 者 乳幼児～小学校低学年 

実 施 日 毎月第 3土曜日 午前 11時～ 

実施回数 12回 

参加者数 148名 
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③ブックスタート事業 

概   要 

赤ちゃんとその保護者に、楽しく温かいひと時が持たれることを願い、

絵本を開く楽しい体験と一緒に、絵本を手渡す活動。芳賀町保健セ

ンターにおいて、検診時に乳幼児に本を配布し読み聞かせを行う。 

実施回数 6回（5月・7月・9月・11月・1月・3月） 

対 象 者 10か月健診幼児 

配布者数 117名 

開催場所 芳賀町保健センター 

配布絵本 松谷 みよ子 『いないいないばあ』 ／安西 水丸 『がたんごとんが

たんごとん』 ／駒形 克己 『ごぶごぶごぼごぼ』 ／かどの えいこ 

『あそびましょ』 

 

④夏休み図書館スタンプラリー 

概   要 

町内小中学校の夏休み期間中、専用のスタンプカードを窓口で配布

し、貸出１日１回につきスタンプを１個押印し、その個数により景品を

プレゼントした。 

対 象 者 幼児～中学生 

実 施 日 平成 27年 7月 18日（土）～8月 30日（日） 

参加者数 150名 

 

⑤１日図書館司書にチャレンジ 

概 要 

図書館の利用促進を目的として、窓

口業務、本の配架、フィルムコート貼

り付け作業等、簡単な図書館業務体

験を行った。 

開催期間 平成 27 年 7 月 28 日（火）～7 月

30 日（木） 

対 象 者 小学生 

参加者数 各日 3名 （合計 9名） 

 

⑥こわ～いおはなし会 

概   要 

芳賀町ロマン花火開催に合わせて、お化け屋敷風に装飾した対面朗

読室内で、司書によるこわい絵本の読み聞かせを行った。また、多目

的室では、大人向けに怖いお話の CDを視聴する場を設けた。 

対 象 者 幼児～小学生 

実 施 日 平成 27年 8月 1日（土） 

参加者数 68名 
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⑦ダンディライオン「絵本の中からクッキング」でのブックトーク 

概   要 

ダンディライオン主催の「絵本の中

からクッキング」に参加し、食べ物

に関する絵本で司書がブックトーク

を行った。 

対 象 者 学童保育、保護者 

実 施 日 平成 27年 8月 1日（土）、平成 28

年 1月 21日（木） 

参加者数 98名 

 

⑧夏休み子ども映画会 

概   要 所蔵の上映権付ＤＶＤ「映画おじゃる丸」を多目的室で上映した。 

対 象 者 幼児～小学生 

実 施 日 平成 27年 8月 20日（木）10:00～、14:00～の 2回上映 

参加者数 合計 38名 

 

⑨パタパタ絵本づくり教室 

概   要 

特定非営利活動法人「科学オリンピック教室」主催で開催した。子ども

に好きな絵を描いてもらい、パタパタと変化するノマキューブ（6 面に

変化するサイコロのようなもの）の絵本を実際に作ってもらった。教室

の開始時には、読み聞かせボランティアの方による絵本の読み聞か

せを行った。 

対 象 者 幼児～小学生 

実 施 日 平成 27年 10月 17日（土） 

参加者数 21名 

 

⑩ぬいぐるみおとまり会 

概   要 

参加者の子どもからぬいぐるみを 1体預かり、職員が閉館後の館内で

実際にぬいぐるみが本を読んだり、館内を探検したりといった場面の

写真を撮影し後日アルバムにして参加者にプレゼントした、そのぬい

ぐるみが読んでいる本や、ぬいぐるみが図書館内を探検する様子で

子どもに本や図書館に興味を持ってもらうことを目的に開催した。 

引渡し時には、司書による読み聞かせも行った。 

対 象 者 幼児～小学生 

実 施 日 平成 27年 10月 30日（金）～31日（土） 

参加者数 10名（10体） 
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⑪クリスマスワークショップ「オーナメントをつくろう」 

概   要 

クリスマスイベントとして、対面朗読室内を装飾した「クリスマスのへや」

に布製の大きなクリスマスツリーを飾り、そのツリーのオーナメントを利

用者の子どもに作ってもらった。オーナメントは布で、子どもに好きに

絵を描いてもらいそれを職員が縫製し、ツリーに飾り付けた。 

対 象 者 幼児～小学生程度 

実 施 日 平成 27年 11月 28日（土）～12月 25日（金） 

 

⑫クリスマスに素敵な本を贈ろう！ 

概   要 

子どもへのクリスマスプレゼントとして、参加家族の子どもの性格や好

きな物等を事前に家族に聞き、司書がそれぞれの子どもにおすすめ

する本を選書し、家族が子どもに読んで欲しい本とセットにして、専用

のバッグに入れて貸出した。 

対 象 者 幼児～小学生 

実 施 日 平成 27年 12月 19日（土）～12月 25日（金） 

参加者数 10組（1家族 1セット）※1セットは 3冊 

 

⑬本の福袋を借りよう 

概   要 

普段本を手に取らないような人にも図書館の本に興味を持ってもらう

きっかけとなるよう、お正月イベントとして、司書がテーマ別に選書し

た本を表紙、中身がわからないように紙袋に入れ、「福袋」として利用

者へ貸出した。 

対 象 者 子ども～大人 

実 施 日 平成 28年 1月 5日（火）～無くなり次第終了 

用 意 数 1人 1セット（一般書 10セット 児童書 10セット ※1セットは 3冊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぬいぐるみお泊り会             クリスマスのへや 
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⑭図書館まつり 

概   要 

図書館の認知度を高めると共に、多くの人に本の楽しさや魅力を知

ってもう読書推進活動を目的に開催した。内容として、クローバーの

福原千鶴さんによる朗読劇「宮西達也著ティラノサウルスシリーズ」、

謎解き図書館クイズ、古雑誌のチャリティー配布会、芳賀中学生「わく

わく」コーナー、絵本ドクター、保育士・読み聞かせボランティアによる

おはなし会を行った。 

実 施 日 平成 28年 3月 5日（土）生涯学習まつりとの共催 

 

⑮古雑誌チャリティー配布会 

開催期間 平成 28 年 3 月 5 日（土）～無くなり次第終了 

概 要 

保存期限切れで除籍した雑誌を館内で配布し、雑誌付録もあわせて

利用者に提供した。今年度は図書館まつりの一環として実施した。雑

誌、１人 10冊／付録 2点 

 

 

 

 

 

 

 

 

古雑誌チャリティー配布会         保育士によるおはなし会 

 

（９）レファレンス 

 利用者からの所蔵調査や様々な調べもの、資料に関すること等の問い合わせや相談を随時窓口

で受け付けている。町の歴史・文化等の問い合わせについては、文書館と連携し文書館資料を提供

する等している。 

 

（１０）学校図書館との連携 

児童、生徒の読書活動を推進し、町内各学校と総合情報館との連携を強化するために、学校図

書館司書の所属を総合情報館係としている。学校図書館司書は、各学校図書館の運営を行うととも

に、土日祝日、夏休み、蔵書点検期間等は、総合情報館図書館の業務に携わっている。また、平成

27年度は、学校図書館司書の業務等を紹介する番組を作成し、芳賀チャンネルで放送した。 

 

（１１）芳賀チャンネルＤＶＤの貸出 

  芳賀チャンネルを視聴できない又は放送を見逃した利用者のために、芳賀チャンネルの放送内

容を収めたＤＶＤを作成し、図書館で貸出を行っている。（企画課との共同事業） 

 

 



9 

 

（１２）出張貸出 

町の高齢者福祉事業である「芳賀町いきがいサロン」（八ツ木）に、職員が図書館の本を持って出

向き、高齢者に図書の出張貸出を行っている。（毎月第１、第３火曜日実施） 

 

（１３）研修活動等  

職員の資質向上、他機関との情報交換等を目的として栃木県立図書館や栃木県央図書館協

議会主催の各種研修、会議等に参加した。 

 

（１４）子ども読書活動推進計画の立案 

 平成 27年 9月から芳賀町子ども読書活動推進計画策定委員会を設置開催し、平成 28年 3月、

「第 3次芳賀町子ども読書活動推進計画」（平成 28年度～平成 31年度の 4か年）を策定した。 

 

（１５）その他 

・ 雑誌の所蔵種数を平成 26年度の 58種から 90種に大幅に増やした。 

・ 栃木県立図書館をはじめとする各機関からの業務照会事項に対応した。 

・ 栃木県内、県外図書館との相互貸借業務を行った。 

・ 栃木県立図書館の新規サービス「居住地返却制度」へ参加した。 

・ヤングアダルトの貸出促進を図るために、「ヤングアダルトのブックリスト」を作成し、YA コーナー

で配布した。 

・ 平成 27年 9月 30日（水）～10月 2日（金）までの 3日間、蔵書点検を実施した。 

・ ＤＶＤ、ＣＤの盗難が多発したため、配架方法を変更し、中のディスクを事務室内保管とした。 

 

３ 博物館の統計と事業 

 

（１）企画展・普及教育事業の開催 

  ・展 示 室 観 覧 者 数：14,944名 

  ・企画展関連事業参加者数：   282名 

  ・収 蔵 庫 見 学 者 数：   241名 

 ①企画展（4回）  

展覧会名 
栃木県立博物館地域移動博物館 

 どきどき！わくわく！たのしい化石展 

会 期 平成 27年 7月 18日（土）～8月 30日（日） 

観覧者数 5,904名 

展示概要 

栃木県立博物館の資料を県内各地の施設で展示する移動博物館で

ある。化石を子どもから大人まで楽しめる内容で展示を行った。特に、

ステゴザウルスの全身骨格復元や鬼怒川で発見されたクジラの産状

レプリカが好評であった。 

 

展覧会名 漆原智良・山中桃子展－物語と原画の世界－ 

会 期 平成 27年 9月 19日（土）～10月 25日（日） 
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観覧者数 1,319名 

展示概要 

芳賀町にゆかりのある教育評論家・児童文学作家の漆原智良氏の物

語とその挿絵を描いた故立松和平の長女、山中桃子氏の原画展で

ある。漆原氏の著作の中から『ぼくと戦争の物語』と『シリーズ 

二宮金次郎を調べる本』の原画と物語を展示した。平成 27 年は

戦後 70 年の年でもあり、二宮金次郎については近年注目を集め

ているため話題となった。 

 

展覧会名 全日本写真連盟 第 7回人間大好き！フォトコンテスト 巡回展 

会 期 平成 27年 11月 14日（土）～12月 6日（日） 

観覧者数 999名 

展示概要 

全日本写真連盟関東本部と朝日新聞社主催により開催されたフ

ォトコンテストの入賞作品の巡回展である。「人間愛」をテーマ

に公募を行い、第７回目となる今回は、全国から５７０人、３２

２８点の応募があり、入賞作品９５点が選ばれた。 

 

展覧会名 収蔵資料展 2016  植物と動物の芸術（展示室１） 

会 期 平成 28年 2月 11日（木祝）～2月 25日（木） 

観覧者数 366名 

展示概要 
収蔵資料の中から、植物と動物をテーマに考古・美術資料を展示

した。 

 

②共催展（１回） 

展覧会名 
第 4回 文星芸術大学による地域文化と芸術の融合『知恵の環・芸術

連鎖Ⅱ』展 

会 期 平成 27日 5月 23日（土）～6月 21日（日） 

観覧者数 1,429名 

展示概要 

芳賀町在住で、文星芸術大学教授の林香君氏プロデュースによる、

文星芸術大学教職員・学生による作品展の第４回目。大学と芳賀町

との共催として始まり、今回は芸術を通しての繋がり（連鎖）をテーマ

に展示を行った。 

 

③企画展・共催展関連事業 

事 業 名 地域移動博物館関連ワークショップ「化石のレプリカをつくろう！」 

開 催 日 平成 27年 7月 31日(金) 

 [1回目]10:30～12:00 [2回目]14:00～15:30 

講 師 河野重範（栃木県立博物館研究員） 

参加者数 48名 
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事 業 名 地域移動博物館関連講座「イルカの化石について」 

開 催 日 平成 27年 7月 31日（金）13:00～13:50 

講   師 村上瑞季（早稲田大学教育学部助手） 

参加者数 13名 

 

事 業 名 企画展「漆原智良・山中桃子展－物語と原画の世界－」トークショー 

開 催 日 平成 27年 10月 28日（土）14:00～15:00 

講   師 漆原智良・山中桃子 

参加者数 64名 

 

事 業 名 「全日本写真連盟 第 7回人間大好き！フォトコンテスト 巡回展」ギ

ャラリートーク 

開 催 日 平成 27年 11月 21日（土）14:00～15:00 

講   師 鈴木是清（日本写真協会会員・全日本写真連盟関東本部委員） 

参加者数 30名 

 

文星芸術大学関係 

事 業 名 第 4回文星芸術大学による地域文化と芸術の融合展 オープニン

グセレモニー 

開 催 日 平成 27年 5月 23日(土) 10:00～10：30 

場   所 総合情報館多目的室 

参加者数 68名 

 

事 業 名 オープニング記念講演「鳥獣戯画の謎」 

開 催 日 平成 27年 5月 23日(土) 10:30～11：30 

講   師 上野憲示（文星芸術大学学長） 

参加者数 68名 

 

事 業 名 ワークショップ「作ってみよう 光る泥団子！」 

開 催 日 平成 27年 5月 30日(土) ①14:00 ②15:00 ③16:00 

講   師 山崎有美 

参加者数 16名 
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文星芸大展オープニングセレモニーの様子   ワークショップ光る泥団子を作ろう 

 

④アンケート集計結果 

・企画展の期間中、展示室出入り口付近にアンケート箱を設置し、アンケートを行った。 

 アンケート総数：217件 

 

 1．年齢 

小学 中学 中学以上

10代 

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以

上 

無回

答 

68 17 6 10 26 23 16 30 17 3 1 

 

 2．住まい 

芳賀町内：118 芳賀町以外の県内：82 県外：17 

 宇都宮：25   真岡：12   市貝：20 

高根沢：3    益子：9    茂木：1 

那珂川：1    小山：2    壬生：1 

大田原：2    栃木：1    鹿沼：1 

那須：3     無回答：1      

埼玉：3   茨城：5   

東京：2    神奈川：2 

静岡：1    長野：2 

福島：1    兵庫：1 

  

 

3．満足度 

大変満足 満足 普通 不満 大変不満 無回答 

102 89 21 2 1 2 

  満足度 ≒ 83．6％ 

  

4．開催して欲しい企画展 

県立博物館移

動博物館 

県立美術

館館外展 

考古 芳賀町の

歴史 

福 田 た ね

の作品 

岩村秀巖

の作品 

その他 

19 32 12 22 17 8 11 

    その他の内容 ・全国的に有名な人のもの 

              ・陶芸、焼き物 
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              ・芳賀町、栃木県にゆかりのある人・尽力した人に関する展示 

              ・写真展 

・自然関係の展示（化石・恐竜・昆虫など） 

・昔の道具の展示 

・宇宙に関する展示 

 

 5．意見・感想など 

  ・身近に美術に触れられるのがいいなと思いました。（文星） 

  ・文星芸大の子供達の作品すてきでした。（文星） 

  ・町の文化力向上のため毎年開催してほしい。（文星） 

  ・レプリカなのか本物なのかわかりやすく表記してほしい。（県博） 

  ・子どもが恐竜が大好きになったみたいで良かったです。（県博） 

  ・とてもおもしろかった。ぬりえもやりました！（県博） 

  ・知っているようで、知らない題材でした。良かったです。（漆原・山中） 

  ・今回の企画内容は、忘れかけた大切な物を、再認識、再考させられる非常に良いものでした。

次は、子供を連れて来たいと思います。ありがとうございました。（漆原・山中） 

  ・平生大変興味ある展示を見せて頂き有難うございます。地域の子供達の素直で知識欲ある態

度を見る機会を得、嬉しく思っています。（漆原・山中） 

  ・高齢者にとって、芳賀町でめずらしい品すばらしい展示は楽しみです。（写真） 

  ・今日も静かで良いふんいきでした。ありがとうございます。（写真） 

  ・写真展、大変参考になりました。（写真） 

 

⑤普通収蔵庫の収蔵庫内展示 

・普通収蔵庫内において、考古資料・民俗資料を保管及び展示し、小学校の調べ学習、宿題等の

活用に供している。 

学校関係見学 5団体・216名（芳賀南小、芳賀北小、芳賀東小他） 

自治体・一般他 8組・25名 

計 241名 

 

（２）展示室等の貸出（9回） 

会 期 展覧会名 観覧者数 

平成 27年 4月 22日（水）

～5月 9日（土） 
芳賀町写真クラブ・あいらぶ写真展 合同展 507名 

平成 27年 9月 3日（木）

～9月 6日（日） 
第 4回 芳賀地区書道連盟会員展 445名 

平成 27年 10月 29日

（木）～11月 3日（火祝） 
第 22回 芳書会書展 299名 

平成27年11月6 日（金）

～11月 8 日（日） 
第 34 回 芳賀町民祭 書道展 251名 
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平成 27年 12月 9日（水）

～12月 27日（日） 
第 21回 芳賀絵画教室作品展 1092名 

平成 28年 1月 15日（金）

～2月 5日（金） 
芳賀町美術展 736名 

平成 28年 3月 3日（木）

～3月 17日（木） 

植物二人展 

写真と標本で見る芳賀町の植物 
1064名 

平成 28年 3月 19日（土）

～3月 27日（日） 
第９回 芳賀町書道連盟会員展 383名 

平成 28年 2月 23日（火）

～2月 28日（日） 
押し花・ポーセラーツ教室展（多目的室） 150名 

 

（３）資料の収集 

・個人所有の資料について、寄贈・寄託の受け入れを行った。 

①寄贈資料 

資料名 数量 

岩村秀巖資料 「国立公園 日光案内之図」 1点 

美術資料 古賀猛《アランの谷 回想》1990年 油彩 1点 

美術資料 浅香公紀 版画（カレンダー用挿絵） 一括 

自然資料（植物の標本）  一括 

  これらの資料は、芳賀町の歴史、文化、自然を知る上で重要な資料もある。 

 

（４）保存環境整備 

・情報館で資料を収蔵・展示する空間を整えるため、毛髪式温湿度記録計・パッシブインジ

ケータ（酸用・アンモニア用）で環境調査を行い、状況に応じて温湿度の設定の変更、収蔵

庫内の空気の入れ替えなどをし、常に収蔵庫内の環境改善に努めた。 

・普通収蔵庫内に異臭があるため、東京文化財研究所に調査を依頼し、収蔵庫内の環境整備

について指導を受けた。平成 28 年 2 月 16 日吉田直人氏（東京文化財研究所保存修復センタ

ー保存科学室長）来館。床材の分析、ガス類の計測、建物の構造確認などを行った。 

 

（５）資料の利用 

①他機関への貸出 

出 展 先 栃木県立博物館 

貸出期間 平成 27年 10月 1日～平成 28年 9月 30日（継続） 

催 事 名 常設展 

貸出資料 免の内台遺跡出土 磨製石鏃（1点）、谷近台遺跡出土 有舌尖頭器

（1点） 

 

出 展 先 栃木県立博物館 

貸出期間 平成 28年 1月 19日～平成 28年 3月 31日 
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（うち展示期間平成 28年 2月 6日～3月 21日） 

催 事 名 「平成 27年度 県内文化施設協働展 とちぎの“イッピン”大集合」参

加・出展のため 

貸出資料 盾形埴輪（2点） 

 

②出版掲載 

出版掲載申請資料 利用先 

福田たね作品画像データ（2点） 千葉県教育文化センター 

『ちば教育と文化』86 号の本文記事「青木

繁《海の幸》誕生をめぐって」の挿入写真と

して使用 

 

出版掲載申請資料 利用先 

福田たね作品画像データ（1点） テレビ朝日映像 

平成 27 年 4 月 24 日付の番組「モーニン

グバード」において使用 

 

（６）資料の修復 

・資料の保存・展示・活用のため、企画展の予定・資料の状態などを考慮しながら、 

 修復を行っている。 

資料 内容など 

福田たね資料（1点） 油彩画のなかでも貴重な資料であるが、汚れや破損

が見られるため 

岩村秀巖資料（1点） 山水画のなかでも完成度の高い資料であるが、表装

に剥がれが見られるため、応急処置をおこなった。 

 

（７）その他  

・研修受入：平成 27 年 7 月 13 日（月）、茂木町職員（学芸員）を受け入れ、展示方法等の

研修を行った。 

・平成 28 年 2 月 6 日（土）、「平成 27 年度 県内文化施設協働展 とちぎの“イッピン”大集合」

のオープニング講座で、施設の紹介と出展資料の解説を行った。 

・広報業務（芳賀チャンネル、広報誌、新聞等、ホームページ、チラシ等の作成） 

・レファレンス業務 

 ①資料に関する問い合わせ（福田たね、考古資料、民具など） 

 ②資料管理・施設管理に関する問い合わせ（他の公共施設から） 
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４ 文書館の統計と事業 

 

（１）資料の移管・収集 

①文書の移管 

・各課から保存期間満了文書の受け入れを行った。また、移管については、平成 24 年度より、年度

当初の文書整理作業と連動したかたちで、役場書庫において廃棄前文書を確認選別する方式に改

めた。 

・各課等で作成された刊行物を収集するとともに、各課から依頼のあった歴史資料となる可能性のあ

る文書等を随時受け入れた。 

 

②資料の収集 

・平成 27年 9月 4日（金）、東水沼芳寿荘取り壊しに伴い、施設内に残されていた軸、看板（直井政

一郎元町長揮毫）等を収集し、分館保管扱いとした。 

 

（２）資料の整理 

・芳賀町祖母井の祖母井神社資料の整理を行った。なお、今回の整理作業については、平成 27年

10月 31日（土）、11月 1日（日）の両日、宇都宮大学教育学部講義科目「社会科研究セミナーⅡ」

及び「地域公共演習Ⅱ」を受け入れて実習として整理作業に加わってもらった。 

 

（３）資料の燻蒸処理 

・学校資料等の燻蒸を行った。薬剤は、アルプ（酸化プロピレンとアルゴンの混合剤）を使用し、委託

会社保有燻蒸施設に資料を引き渡して作業を行った。 

 

（４）資料の利用と普及 

①レファレンス 

・芳賀町の歴史・文化に関する問い合わせに対応し、文書館資料等の提供を行っている。平成 27

年度は、町内外の利用者、役場職員を含めて 91 件（提供資料及び情報 95 件）の問い合わせがあ

った。 

レファレンス事例 

質問 1 芳志戸小学校が製作した「芳志戸かるた」にある「わ わく水に顔うつし か

みをとかしたビンカキ泉」の「ビンカキ泉」の由来を知りたい。 

回答 1 「広報はが」の検索システムで調査したところ、「ふるさとこぼれ話１１８」に「じ

ぼきり山とビンカキ泉」の紹介が行われていた。『ふるさとこぼれ話 増補改

訂』(200p)にも所収されている記事なので、該当部分を提供する。 

 

質問 2 水橋中学校の同級会を予定しており、校歌の歌詞を知りたい。 

回答 2 芳賀中学校 50周年記念誌『新制中学校創立 50周年記念誌 明日へはば

たく』（平成 9年）に旧３中学校の校歌歌詞が収録されているので、それを提

供した。 
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質問 3 「冨士山自然公園」（富士山自然公園）の整備経過を知りたい。 

回答 3 行政刊行物より、「冨士山自然公園のパンフレット（複製版）」（9999-0071）

を提供する。また、「広報はが」データベースより、公園整備に関する記事を

抽出し、併せて提供。「冨士山公園」の前身名は「桜公園」で、平成２年頃か

ら整備が進められ、平成６年に現在の「冨士山自然公園」の名が付せられ

た。選別文書の中に、桜公園整備及び冨士山自然公園整備についての文

書を大量に残しており、より詳細な経緯が知りたいとの要望があれば、選別

文書を提供する。 

 

②資料の閲覧申請件数 

・芳賀町史収集資料、公図等文書館資料の閲覧：７件 

③文書館講座 

・芳賀町を中心とする地域の歴史に触れることにより、参加者の地域アイデンティティを

醸成するとともに、記録資料等の保存の大切さ等を学び、芳賀町総合情報館の開設意義等を

深めるために講座を開催した。平成 27 年度は、戦後 70 年をテーマとして 3 回シリーズで開

催した。 

第 1 回 

テーマ アジア・太平洋戦争―あの戦争は、今を生きる私たちにとって、

どのような意味をもつのか？－」 

開 催 日 平成 27年 7月 25日（土） 

講   師 井口和起（京都府特別参与・元京都府立大学学長） 

参加者数 45名 

第 2 回 

テーマ 「『学校日誌』からみたアジア・太平洋戦争－昭和の子どもたち

と小学校－」  

開 催 日 平成 27年 9月 5日（土） 

講   師 大平聡（宮城女子学院大学教授） 

参加者数 30名 

第 3 回 

テーマ 「戦時下の芳賀町と宇都宮空襲」  

開 催 日 平成 27年 11月 14日（土） 

講   師 大嶽浩良（元芳賀町史編さん委員） 

参加者数 36名 

 

④国立国会図書館レファレンス協同データーベース（レファ協）の活動 

・レファレンス協同データベースは、国立国会図書館が、全国の公立図書館等と協同で構築運営し

ている検索サイトである。文書館には多種多様な問い合わせが来る。それらに対して、どのような回

答を行ったのか、平成 25年 12月 26日、芳賀町総合情報館として登録し、様々な芳賀町に関する

問い合わせとその回答を入力し、インターネット上から自由に検索することができるようにした。 
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・平成 27年度登録件数：2件 

・レファ協データベース上からの芳賀町の事例に対する平成 27 年度被参照数：7,527 件。最もアク

セスが多かった質問は「芳賀氏について知りたい」で、1,523件だった。 

 

⑤文書館の展示 

・施設内のスポット展示として、商工観光課等から収集受入をおこなってきたはがまるくんグッズの展

示を行った。 

 

（５）外部活動  

・宇都宮大学教育学部からの依頼により、教育学部「社会」の講義を行った。 

開 催 日 平成 27年 6月 12日（金）・12月 18日（金） 

出 張 先 宇都宮大学教育学部 

内   容 
「学校資料のゆくえ－今の私たちと過去をつなぐ素材－」と題して、文

書館の学校資料を素材として講義した。 

 

・小学校の社会科授業に対応し、芳賀町の文化財等について説明を行った。 

開 催 日 平成 27年 5月 28日（木） 

対象学校 芳賀北小学校（6学年） 

内   容 行事神社・亀の子塚古墳の現地に赴き、解説を行った。 

 

開 催 日 平成 28年 3月 7日（月） 

対象学校 芳賀東小学校（3学年 1・2組） 

内   容 
小学校に出張し、社会科授業単元「のこしたいもの つたえたいもの」

の中で、芳賀町の文化財や年中行事について解説した。 

 

５ 総合情報館の統計と事業 

 

（１）総合情報館運営協議会 

・総合情報館の円滑な運営を図るために、芳賀町の各種団体の代表者、学識経験者等（9 名）で構

成し、運営内容の検討等を行った。 

開催日 協議事項 

平成 27年 7月 15日（水） ・委員委嘱 

・平成 26年度総合情報館事業報告について 

・平成 27年度総合情報館事業計画について 

・指定管理者制度の導入検討結果について 

平成27年12月11日（金） ・総合情報館上半期事業報告について 

・平成 28年度総合情報館事業計画について 

・第 6 次芳賀町振興計画施策「総合情報館の充実」に

ついて 
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（２）視察・施設見学 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職場体験受入 

①市貝中学校社会体験活動 

概   要 
市貝学校の社会体験活動に協力し、2 名の生徒の受入を行い、3 日

間にわたり、実際の図書館業務体験等を行った。 

対 象 者 市貝中学校生徒 

実 施 日 平成 27年 6月 17日（水）～19日（金）の 3日間 

受入人数 2名（男子生徒 2名） 

 

②クラーク記念国際高等学校インターンシップ受入 

概   要 クラーク記念国際高等学校のインターンシップとして、生徒 1 名の受

入を行い、4日間にわたり図書館業務体験等を行った。 

対 象 者 クラーク記念国際高等学校生徒 

実 施 日 平成 27年 7月 28日（火）～31日（金）の 4日間 

受入人数 1名（男子生徒） 

 

③芳賀中学校マイチャレンジ 

概   要 
芳賀中学校のマイチャレンジ推進事業として、生徒 2 名の受入を行

い、3日間にわたり、図書館業務体験等を行った。 

対 象 者 芳賀中学校生徒 

実 施 日 平成 27年 11月 18日（水）～20日（金）の 3日間 

受入人数 2名（女子生徒 2名） 

 

（４）館内施設利用実績   

※申請書提出分の実績 

室名 利用件数 利用日数 延利用人数 

多目的室 17件 31日 399名 

会議室 4件 16日 16名 

 

（５）広報紙の発行 

・総合情報館の広報を目的として、平成 26 年 9 月から、広報紙「知恵の環館だより」を発行した。平

成 27年度は、第 6号まで発行し、発行月の「広報はが」とともに配布した。なお、平成 28年度から、

受入日 視察・見学者 

平成 27年 5月 29日（金） 芳賀東小第 2 学年生活科学習施設見学（23 名） 

平成 27年 8月 11日（火） 芳賀町を知る研修会（16 名） 

平成 27年 9月 29日（火） 芳賀郡内商工会女性部見学（80 名） 

平成27年10月10日（土） NHK 文化センター水戸支社講座「ふるさとの歴史

散歩」（20 名） 
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イベント情報を含め毎月の「広報はが」に「知恵の環館だより」として収録することとし、単独で発行を

中止した。         

 

（６）過年度からの主な利用実績の累計 

項目＼年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

開館日数 212 289 284 295 292 297 297 301 

1 
図書館入館者

数 
77,083 91,928 92,225 100,861 98,494 103,815 108,539 111,967 

2 
展示室観覧者

数 
6,237 10,244 12,004 16,379 12,237 13,503 9,730 14,944 

3 
収蔵庫観覧者

数 
567 274 336 411 283 376 310 241 

4 
多目的室等利

用者数 
184 277 182 242 284 411 896 399 

5 
文書館講座参

加者数 
108 79 103 40 73 39 63 111 

6 
博物館事業参

加者数 
152 51 101 199 94 315 142 282 

合計（人） 84,331 102,853 104,951 118,132 111,465 118,459 119,680 127,944 

累積数 84,331 187,184 292,135 410,267 521,732 640,191 759,871 887,815 

 

（７）芳賀町紹介絵本の制作 

・平成 27 年 9 月補正予算で芳賀町紹介絵本制作の予算を計上し、

『万智子とはがまるくんの芳賀町探検記』（文・漆原智良、画・山中桃子）

と題して、平成 28年 3月刊行した。印刷部数：4,500部。 
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芳賀町総合情報館（知恵の環館） 

〒321-3307 

栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南一丁目１番地１ 

TEL 028-677-2525／FAX 028-677-2886 

E-MAIL johokan@town.haga.tochigi.jp 

http://www.town.haga.tochigi.jp/ 

発行日：平成 28 年 7 月 22 日 

発 行：芳賀町生涯学習課総合情報館係 


