
1
「地元の図書館」は、コロナ対策で利用方法が大幅に制限されている。（館内での閲覧不可）。入場
制限して、閲覧可能に出来ないか？

2 『図書等のデジタル化を推進し、いつでもどこでも閲覧できるようにすること』を強く希望します。

3
・リモート講演会、学習会の開催 
・Wi-Fiの利用 
・駐車場の整備

4
・市の図書館から取り寄せてもらうことが多々あるが中々時間がかかる。 
・職員の異動をさせた方がよい。（マンネリ化してサービスが悪い、パートさんの方が接客が出来て
いる）

5

１　駐車場の整備を希望する
２　来館時の公共交通機関の整備を希望する
３　市町村の図書館と提携し、どこでもいつでも県の図書館を利用できる制度
４　自宅のPCで閲覧できるようにしてほしい
５　宅配便を利用した図書の貸し出しを希望する 

6

1.  
図書館の遠方に住んでいてももっと気軽に本を借りられるように、移動図書館を増やして欲しい。
子どもの頃からプラザイーストにしょっちゅう行って図書館にはたくさんお世話になって、図書館が
大好きだし、本当は毎日くらい図書館に行きたいと思っていても、現在の住まいに引っ越してから
図書館が遠くなってしまった事がすごく淋しい。気軽に本を読む機会も、さいたま市図書館の豊富
な本棚から本を探すワクワク感を味わう機会もほとんど無くなってしまった。
このアンケートの項目を一通り見ましたが、図書館本体の性能を上げて、｢興味の無い人に興味を
持ってもらいたい｣ことばかりに注目していて、｢興味はあるけど事実上図書館サービスの圏外の
人｣には目を向けてくれないのかなあと感じました。 
2. 
東浦和駅にあるような返却ポストを近隣の駅にも作ってほしい。遠方まで返却しに行かなければい
けない事を考えると、せっかく図書館に行けても、借りて帰るのをいつも諦めてしまう。

7
１.コロナ対応に関し、図書館の対応差がある。 
２．図書館の本来の使用コンセプトができていない。学生、子供、休憩のみの方 
への対策が全く教育されていない。 

8 ２４時間開いていて欲しい。

9

30年近く地元の図書館を利用してきたが、コロナ感染症の関係で、近隣の図書館が開設している
のに、今なお閉館同然にがっかりしている。地元には大型書店が数年前につぶれてから１店もない
ため、新刊本はリクエストして見られた。市内に、大型書店がない市は文化の恥でもある。感染防
止に配慮しつつ、一刻も早く平常の図書館に戻してもらいたい。 

10 30年近く埼玉に住んでおりましたが、県立図書館というものがあることを知りませんでした。

11

4館あったものが2館に減らされた時点で、県の文化事業に対する姿勢に疑問を感じていました。こ
れ以上、文化的なものに対する予算を減らさないでほしいです。保管場所等の問題はあると思いま
すが、市町村の図書館では保管できないような、特に県や市町村などの地元の資料の保管は当然
のこと、全般的な図書の購入を増やしてほしいです。図書館の貧困は、県の知的レベルの低さを表
してしまうと思います。

12
５ＧやWi-Fiは、電磁波過敏症の人にはきびしいので、使いたい人とそうでない人を分けていただ
けると助かります。

第64回アンケート自由意見（614件）

質問１３
　今後の県立図書館に対して期待することやご意見、ご要望等ありましたら、自由にお書きくだ
さい。
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13

５歳と１歳の子どもがいます。 
自分が子どもの頃にも図書館は多く利用していました。現在は子どもが絵本や紙芝居を借りるため
に市立図書館を利用しています。  
利根地域に住んでいるので県立久喜図書館を利用する事もあります。 
図書館は営利ではなく、完全に市民や県民向けのサービスとして存在していると思うので、なかな
かお金をかけて充実させる事は難しいのかと思います。正直なところ、大人になって自分自身のた
めに図書館を利用することは無いようにも思います。  
期待するのは、子どもたちにとって学びや楽しみの場になって欲しいということです。 
自分では購入できる本は限られていますから、図書館という本棚を活用して、みんなと本を共有で
きると良いなと思います。  
きっと、ネットを活用しにくい高齢者や障害者も図書館を頼りにしている事と思います。 
県民の自発的な学習意欲を後押ししてくれる場、地域の無料の交流の場としての図書館にと期待
しています。  
歴史的な資料や書籍の保存場所としても機能しているのかと思いますが、そういう部分については
特に意見ありません。専門性のある人たちには貴重なものと思いますので、今後も県の取り組みに
期待しています。

14 ＣＤを借りていますが新しいものがないので是非新盤に対応してほしいです。
15 CD化された図書をそろえてほしい。

16
IT研修をして欲しい。特にセキュリティについて。 
日本は遅れていると思うから。 
何時も相談にのってくれる人がいてくれると、助かります。

17
stay homeが長く続き、外出がほとんどなくなりました。図書館に行きたくても、ブレーキがかかっ
てしまいます。デジタル化された本などを自宅で読めたら、最高です。

18 Ｗコストになるので、廃止も検討すべきではないでしょうか。

19
アクセスが悪いので、利用しにくい。 
駐車スペースも、考えて欲しい。

20 アクセスが不便なので、資料をデジタル化して自宅から閲覧したい。
21 あまりにも県立図書館が減ったので利用しようにもできません。
22 あまり本を読まないので、特に関心がありません。
23 あまり利用する機会がありません。
24 いつでも、どこから（県外から）でもアクセスして、データを見られるようにしてほしい。

25
いつも市立図書館を利用しています。 
家の近くにあることが必要条件ですね。

26
いつも利用させて頂きありがとうございます。 
新刊やお勧めの本とかのメールでのお知らせとかは無いのでしょうか？あれば利用の仕方とかを
教えてください。

27 イベントを県南でもやってほしい。
28 いまいち場所がわかりづらい。
29 いろいろな分野のものがすべて揃い、利用者がいつでも見られる環境を整えてほしい。
30 インターネットが普及した今、図書館は必要ないと思われる。

31
インターネットで相当のことが出来るので、ネット普及以前ほど必要性を感じない。 
図書館は曲り角に来てますね。

32

インターネットにより、たくさん情報を受け取れるようになりましたが、インターネットは情報の正確性
に欠けることが多いので、やはり本は大事だと思います。また、子どもたちは、今後、たくさんの情報
から自分の必要な情報をつかみとる力が必要になると思います。そのためにも本をたくさん読むこ
とが大切だと思います。全ての学校に、学校司書を配置し、小さいうちから本に親しむことが大事だ
と思います。

33 インターネットを使ってアクセス出来るデータベースの様な機能が欲しい。

34
おしゃれな空間をめざしてほしい。何十年前の図書館でしょうか、という図書館は図書館ではなく、
ただの書籍保管場所です。

35 オンラインサービスの拡充。
36 オンラインで資料の閲覧ができるサービスなどがあると良いと思います。
37 オンライン化に力を入れ、何処からでも利用できるようにしてほしい。

38

かつて浦和に県立図書館があったときは調べものに重宝した。廃止後はさいたま市立中央図書館
が開設され蔵書・資料類が豊富で便利になった。市町村の図書館と重複することを避けるため熊
谷・久喜の２館に絞ったと思う。インターネット利用が出来れば大抵済むように便利になったが、そう
でない人の為にも図書館は無くてはならないと思う。少子化で財政的な面から淘汰が俎上に載せ
られると思うが県立や自治体立にこだわらずに図書館の存立について工夫をして欲しい。

39

かなり昔（高校生の頃）、熊谷図書館浦和分室に行ったことがあるが、建物が古く、狭くて、図書館
のなかで資料を探し、勉強するようなスペースがあまり見当たらなかったように思えます。 
多くの埼玉県民が利用しやすくするように、交通の要衝となる場所（大宮、川越、熊谷、所沢、春日
部、新越谷、北朝霞、和光市など）に県立図書館を設置し、各県内の自治体の図書館にない郷土資
料、専門性のある資料を蔵書し、埼玉県立図書館の利用価値向上に努めて頂けると幸いです。
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40
かなり長いこと行っていないので、手軽というよりは、気軽に利用できるような情報開示をお願いし
ます。

41 がんばってほしいです，図書館司書のかたがたには。

42
県央地域在住ですが、地域の図書館をよく利用しています。そのサービスには、大変満足していま
す。 

43
県南に在住ですが、熊谷と久喜にしか無いとなると、正直利用する機会はほとんど無いと思いま
す。もっと埼玉県全域にあれば良いかと思います。

44 県北地域の本のそろった図書館を教えて欲しい。

45
こういうご時世なのでコロナウイルス対策ちゃんとやってほしい！ 
噂で聞くと若い者が結構おしゃべりをしてて三密回避できない！ 
ちゃんと図書館の人が注意しないと行けなくなっちゃうな！

46
こういった本があったらと思っても、どこにあるのかなかなか探しにくいので、検索がしやすいように
職員の方々のアドバイスがもう少し欲しいと思います。

47
この、コロナウイルス肺炎の流行している時代に、わざわざ電車に乗ってまで図書館に行こうと思わ
ないと思います。 
インターネットを使って利用出来る様になれば、良いと思います。

48 これからも、様々な目線での図書を見て、蔵書に繋げてください。

49
これだけインターネットが充実しているなか、図書館に期待される役割も変わってくると思います。
でも、図書館の機能は大切だと思います。

50
これまで、あまり図書館を利用した事がないが、ただ本を読める・貸し出すだけでなく、プラスアル
ファの空間になれば、利用する機会も増えると思う。

51 コロナが流行りだしてから、図書館には行っていない。前のように気軽に通える日が来て欲しい。

52
コロナで図書館の本を借りるのも躊躇してしまいます 
感染防止策をもっと取ってほしい

53 コロナによる利用制限を早く解除して欲しい。
54 コロナの事で、なかなか行きづらくなってしまいました。
55 コロナ影響で以前とは違い気軽に中で閲覧できなくなった

56
コロナ禍でなかなか行けませんが、密にならないよう工夫をしながら、これからも読んで学んで、前
向きに頑張りたいと思います。

57 コロナ禍で運営上たいへんでしょうが頑張ってください。

58
コロナ禍で図書館が休館の時こそ、 電子書籍があればと思うのですが、電子書籍が利用出来る図
書館が少ないので増えて欲しい。

59
コロナ禍にあっても情報を発信し続ける図書館であってほしいと思います。また、子どもたちの学習
の場所であって欲しい。

60
コロナ禍の時代、外出自粛や三密回避が求められている今日、デジタル化した資料や電子書籍を
自宅から、気軽に閲覧できるといいと思います。

61
コロナ禍の前は週２回は利用していたが 今は接触感染を防ぐ為に半年以上利用 せず不便を感じて
いる。 
デジタル化して自宅でもパソコンで見られれば 有難い 。

62
コロナ流行の中ですので、オンラインによる閲覧を拡大して頂ければ幸いです。個人的には参考図
書や古典文学全集等をよく使っていたので、オンラインで閲覧できれば非常に助かります。

63 さいたま市に再び作るべき。

64
さいたま市地域に県立大学図書館を設置してほしい。 
久喜も、熊谷も建物の老朽化が進んでいるのでリニューアルしてほしい。 

65
さいたま市民には県立図書館は移転してより利用機会は皆無です。せめてネットで研究できる環境
にして欲しいです。

66 さいたま市立大宮図書館や長野県小布施町の図書館のように館内の空間づくりにも期待します。
67 さらなる使いやすい図書館の充実を望みます。

68

地元の図書館をよく利用しますがテーブル席が足りないのでもっと増やして欲しい 
新聞を読む人が新聞をめくる音が結構うるさいので新聞を読む席と本を読む席を離して設置して
ほしい。 
スマホや音楽を聴く人の音漏れがあって耳障りです。改善して欲しい。

69
地元市の図書館は月2回借りて、繰り返し一年中利用しています、県立図書館は利用したことはあ
りません。 

70
すごく素敵な場所なのに、限られた人しか利用していないのが残念。 
子供と一緒に楽しめる場所だし、1人の時、時間が有効に使える。

71 すべて正確で敏速に満足できる館であって欲しい。
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72

スマホから検索予約しているけど、どうも検索しにくいし、見にくい。すぐログアウトするのも嫌い。 
カレンダーやお知らせもどこにあるかわかりにくい。 
図書館まで徒歩30分(上り坂)かかるので、借りに行くのはいいけど、返すのが面倒になるので、駅
などに返却ポストがあればいいのに。 
移動図書館を利用してたけど、借りすぎて顔と名前を覚えられて恥ずかしい。 
カウンターには沢山の人がいる、でも対応する人は譲り合ったりしているのが無意味。接客をもう
少し習うべき。

73
西部地域在住ですが、近くの市立図書館分館をを利用させてもらって大変お世話になってます。年
間300冊ほど新刊本を中心に借りてます。 
できれば新刊本購入に際しアンケートを年1回ぐらい実施していただけると助かります。

74 そこに行けば、ためになる有料サイトであれば、誰もが無料で利用することが可能な図書館。

75
その存在も利用する方法もよくわからない。もっと宣伝するほうがいい。駐車場の整備などアクセ
スしやすいようにしてあるといい。

76 大量の蔵書を保有する図書館であることを期待します。

77
他県に移転して、一気に劣悪な図書館事情となりました。数は多いのですが、場所が偏っているせ
いか、利用しにくく、蔵書も悲惨と言いたいくらいです。 
どうぞ、3年前までの事情しか知りませんが、埼玉の図書館、頑張ってください。

78
他県に住んでいたときは市内にいくつもの図書館があり大変便利で利用していましたが残念なが
ら現在の居住地では図書館が遠く利用していません。なので欲しい本は購入したりしています。図
書館が近くにあれば嬉しいのですが。

79
たまたま熊谷市に県立図書館があり、ハローワークに隣接していたので、定年後の数年利用させて
もらった。市の図書館とは違う展示や資料があって、視聴覚資料も利用した。折角近くにあるので、
これからも利用したいと思っている。

80
ちょっと近くの図書館でというわけにはいかないくらい近くに図書館がないので、利用したいのに残
念です。 
小さくてもいいので西川口駅近に作ってほしいです。

81

通販サイトで本を購入することが多い、要望と合っているか（中身が見えない）、廃版で手に入らな
いなど問題がある 。
そこで、各図書館の蔵書を一元化して外部から見られるようにして、配送（有料でも）サービス（返
送も簡単に）できるとありがたい。

82 ディスカス、調査に打ち込む、などなど目的別の閲覧室の解説

83
デジタル化、機械化を図る分野かな？と。人員削減で浮いた分をコンテンツの充実に当てて欲し
い。

84 デジタル化でオンラインでも閲覧できるようになるといい。
85 デジタル化の推進

86
デジタル化は必要ですが紙の文化は人の五感を刺激しますので是非ともそちらの保存をお願いい
たします。

87 テラス席があれば、安心できるんですが、無理ですかね？

88
テレビの歴史番組やファミリーヒストリーでよく図書館に保存されている古文書が使われているが、
埼玉にもあるのだろうか、みたことがない。

89 どうしても県立図書館は身近に感じにくい。もっとネットを通して利用しやすいようになればいい。

90
どこにあるのかも知りません。近くにあれば行くと思いますが、今は「県」より「市町村の図書館充
実」を願いたいです。

91
どこの図書館に行っても静かで固い雰囲気がある。高齢になると声も大きくなりおしゃべりはできな
い。ある程度おしゃべりが出来る部屋を一つ設置したらどうかと思います。

92 どんどん充実させてほしい

93
なかなか行く機会がなく、何を期待すれば良いのかも分からないです。 
今後はネットなどで特色などを調べて、一度行ってみたいと思います。

94 なかなか行く機会が無いのでイベントとかで人を呼ぶ。

95

南部地域に住んでいます。
公共の図書館には、小学生の時以来行ったことがありません。川口駅前の図書館のような新しい図
書館には行ってみたいですが、近隣の図書館は小さそうだし、古そうだし、というイメージです。 
自分がそうであったように、子供が無料で多くの本に触れあえる場であれば良いかな、くらいに
思っています。

96 ネットで借りたい本が届くと良い。
97 ネットで多量の閲覧ができる事を願います。
98 ネットで探して借りる。

99

ネットの利活用を最大限に行い、私の様な行動に支障がある視覚障害者でも、何ら問題なく図書が
拝聴できるアクセシブルな読書環境の整備をお願いします。 
もはや、視覚障害者専用の図書館やサービスではなく、誰もが不自由なく利活用できる図書館ネッ
トワークシステムが必要な時代になっていると思います。

100
ネットを介した情報提供を充実すること。今回のコロナ対応を参考にリモート図書館を目指して欲し
い。
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101
ネット検索で調べたり、新刊本を予約注文したりできると思いますが、南部地域からは取りに行くに
は遠く、郵送受取などが可能になったり、近所の市の図書館で受取が出来るといいと思います。とく
に、市で購入しないと決めた本など。よろしくお願いします。 

102

ネット社会において、情報収集はもはや、自宅でも出来るご時世である。 
年齢を遡れば、勉強を図書館でやったり、卒論の参考文献がもっと地元の図書館に有れば良いの
にと不満だった。子育て中は、おはなし会の朗読に子供を参加させたりもした。しかし、受験も子育
ても終わり、休日の気分転換としての利用目的になった今は、趣味や好きな文学を読むために通う
のみである。年代が若ければ、熱く要望したいこともあったのだが…。 
利用者のモラル（特に暇つぶしに居座る老人のモラル）、清潔感、当たり前のことを望む。

103
パソコンの自習スペースに力を入れてほしい。 
（ネット環境、スペースの拡大など）

104
パソコンや携帯などでアクセスして、様々な図書や資料を閲覧できるようになれば、もっと利用しよ
うと思います。近くに図書館がないので、足が遠のいています…。

105
パソコンを広いスペースで使え、関係する書籍が容易に使えるシステムがあると良いなと思いま
す。

106
ビジネスマンが使えたり、受験生が使えるように、図書館のあり方を再考すべき。今は時間に余裕
のある高齢者が多く利用していると思われるので、そのような側面と、現役世代が使えるような施
設にすれば、利用者も増えると思われる。行政の「カスタマーサービス」精神が問われている。

107 フィンランド、ヘルシンキ中央図書館のような普通の図書館の概念を超えた、図書館に期待します。

108 フリーWi-Fiを使用できるようになるとうれしい。

109
ホームページや彩の国だよりでの情報提供 
もっと身近に利用できるような情報がほしいです。

110 ポスト新コロナウィルス禍の図書館のあり方について議論してほしい。

111

ほとんどの人が利用しているのは自宅か駅の近くにある市立図書館だと思います。県立図書館は
浦和分室を含めても県内でわずか３か所しかなく、特別に用のある人以外は利用することもないと
思います。そもそも県立図書館には何があるのか、市立図書館とは何がちがうのか、きちんと説明
してください。

112
ほとんど行かないのでわからないが、市町村立図書館については、設備・所蔵資料などについての
詳しい説明をＨＰに載せてほしい。また、館内の見取り図もほしい。

113 メールマガジン等で新刊情報の発信やアンケート等で蔵書のアンケート等をしてほしい。
114 メールや電話で依頼した図書の貸出や返却を郵送や宅配便で出来る様にして欲しいです。

115

もう少し県立図書館の数が増えたらと思います。これだけ情報が簡単に手に入る時代ですから、図
書館に行く必要を感じない人も多いかもしれません。でも、本を実際に手に取ってみることは、とて
も大切だとは、感じています。そのためにも、もう少し県民が利用しやすい状況にしてもらえればと
思います。場所が限られてしまえば、やはり、よほどのことでないと、なかなか行こうとは、思わない
気がします。もっと気楽に行ける存在になるように、努めていただきたいと思います。

116 もう少し増やしてほしいです。
117 もう少し東京寄りにも県立図書館が欲しいところです。
118 もう少し本を増やして欲しい。
119 もっと近くにあれば利用したいと思う。
120 もっと行きやすい場所に図書館を建ててほしい。
121 もっと最新の技術を利用して進化して欲しい。
122 もっと障害者を積極的に採用してほしい。

123
やはり市町村立図書館にはない魅力が欲しい。加えて埼玉県の魅力や行事などを知りえる情報を
集約できる拠点としての位置づけをしてほしい。

124
やはり書籍は絶版などの理由で二度と読めなくなることがあるのでそのような書籍の受け皿になっ
て欲しい。

125 ゆっくりと本の閲覧が出来ること。通路の間隔が広いこと。

126
リクエスト本を頼んでから、届くまで日がかかり過ぎると思います。 
リクエストの人数が多い本は、本を多くしてほしいです。

127

リモートワークやテレワークが増えたコロナ禍で、今後もその需要は増え続けると考えています。コ
ワーキングスペースが増えているとはいえ、スペースや料金の問題で満足に仕事ができない人が
多いと推察します（私もそうです）。そこで、ワーキングスペースの確保や拡大について、前向きにご
検討いただきますようお願いいたします。

128 レッズの選手やアルディージャの選手との交流

129
レンタル・販売書店のような変な民営化をせず、行政サービスの一環として水準を維持してくださ
い。

130 レンタル・販売書店化はやめて
131 レンタル・販売書店などに任せることがないように、司書さんの雇用をしっかり守って欲しい。

132
以前、浦和にあった県立図書館が無くなってしまったが、その代替となるような施設を県南に設置し
てほしい。
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133
以前は川越市にあった県立図書館を利用したが今は無い。県内2箇所だけで県民のニーズを全て
満たそうとするのは無理がある。県立図書館は自治体の図書館支援に徹して、その予算を自治体
図書館の充実に回すべきだと思う。県立図書館の増改築・新築は無用と思う。

134
一度県立図書館を利用してみたいです。 
それからもう１度アンケートをしてみたいです。 
今までがあまりにもひどい市立図書館で、市民に味方になっていなかったと思います。

135 一般に手に入れづらい書籍や専門書に気軽にアクセスできるような施設であることを望みます。
136 飲食店など導入
137 浦和が廃止になり遠い。地元図書館にない場合に借りてもらうしかない。

138
浦和にあった県立図書館が取り壊されたことが不満です。階段が多くてバリアフリーではなかった
けれど、県庁所在地に県立図書館が無いのはおかしいと思います。将来浦和に県立図書館が再建
してほしいです。（計画があるなら情報開示してください。）

139

浦和にあった県立図書館は子どもの頃から利用していました。浦和以外の県立図書館へは行った
ことがありません。 
浦和の県立図書館が閉館して以来、（さいたま市、川口市とも、市立図書館は大変充実しています
が）、やはりちょっと寂しいです。せめて、浦和に県立図書館の出張所みたいなものでもあって欲し
い。

140 浦和にあった図書館の復活を望む。
141 浦和に県立図書館を再開して欲しい。
142 浦和の県立を潰した暴挙が未だに信じられない、この時世に県立図書館を減らすなんて呆れはて

143
浦和の県立図書館がなくなってしまって残念です。大宮浦和の駅近くに図書館があるととても便利
だと思います。

144 浦和の県立図書館がなくなりさみしいです。

145

浦和の県立図書館は利用する前になくなってしまい残念でした。 
県立と市立図書館の役割分担がやはりよくわかりません 。
例えばある市に一つ大きな図書館があって蔵書を県立並みに揃え、ほかにも小規模な図書館がい
くつかあれば県立図書館は不要と思っています。

146 浦和の分室で医中誌Web オンラインを利用可能にして欲しい。
147 浦和駅近くにあった図書館の復活を希望いたします。

148
浦和図書館がなくなったことが、非常に残念です。 
WEB上での収蔵資料の提供（閲覧）をお願いします。

149 浦和図書館がなくなり、残念です。南部に住んでいるので、便利でした。

150
浦和図書館が閉館されて大変不便になりました。データベースの共有はある程度できていると思い
ますが、資料のデジタル化など、もっと市立図書館との連携を深めていただければと思います。 
今後ともよろしくお願いいたします。

151

浦和図書館移転後は、アクセス面から、県立図書館を利用できていません。県内の市町村立図書
館を牽引していける存在となっていただければと思います。多様かつ地域資料といった専門的な蔵
書をもったうえで、利用者サービスを展開できる専門司書のスキルを磨いていただけるよう、期待
しています。

152 映画を増やして欲しい。なくなって行く傾向です。

153

駅から遠い、行く時間がない、本は読まないなど図書館は縁遠い存在と思う県民は少なくない。だ
が来館してもらおうと工夫を凝らす図書館がある。 
・「24時間いつでも」（埼玉県の所沢図書館） 
・「レンタル業者に委託」（佐賀県の武雄市図書館） 
・「スマホでダウンロード」（秋田県の県立図書館） 
つまり図書館のあり方が変わりつつあるのだ。 
・イベントに参加する奈良県立情報館 
・館内に カフェで買った飲み物や軽食を 楽しみながら本が読める武雄市図書館 
などなどただ本を貸すだけの施設から利用者を刺激し、人々の交流や知的創造を促す拠点へ潜在
力を花開かせる知恵が図書館に問われる時代を迎えている。

154

駅近が良いと思います。 
ターミナル駅直でも良いです。 
カフェの併設を希望する。 
駅ビルで商業施設の併設は魅力的です。 
駐車場が広くないと不便です。 

155 駅前とかにあるといいなと思います。
156 閲覧や、自習出来るスペースが、 広くキレイになると良いと思います。
157 遠い。
158 遠いので基本的には使わないです。もし使うとしたら問12のようなしさくを望みます
159 遠いので利用できない。
160 遠くても行きたいと思えるイベント後をお願いします。
161 遠くて行けない。
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162

遠くて行けない地方でも、遠くの図書館で所蔵されている本をデジタルでもいいので読めたり、可
能ならば取り寄せて見れるシステムがあるといいと思う。日数はかかってしまうけど、それでも県内
とはいえ、遠いので借りたり返したりに行けないので。 
その場合は、借りる日数も多めにしてもらうか、インターネットで自分のアカウントにアクセスしてパ
ソコンやスマホで貸し出し延長ができるとか・・・。 

163 遠方にあるためかあまり魅力を感じない。

164
遠方のため、行くことはあまりできそうにないが、リモートで利用できるデジタルシステムがあった
り、他の図書館を支援するような仕組みがあればいいと思う。

165
何だかんだよほどのことがないと遠い図書館までは行かないので、オンラインで自宅からデジタル
化した蔵書を読めるようになったら便利だろうな…とは思います。  

166
何はなくてもまずは資料費を増額してほしいです。県内に所蔵がなくて結局都立図書館や国会図
書館に閲覧しに行くこともままあります。できれば東京都立図書館と同じくらいにまで資料費を増
額して、市町村では所蔵できないような資料も豊富に揃えてほしいです。

167
何処の図書館に希望にこたえる本があるのか調べられるような仕組みが欲しい。またどの図書館に
行くと美術関係の本が多いとか特色のある図書館があればと思います。

168
家の近くに手続きできるところを増やして欲しい。例えば、コンビニで手続きし、コンビニで受け取れ
るなど。

169
家の近くの図書館では所蔵していない本を所蔵していて、希望すれば、家の近くの図書館で借りる
ことができる。

170
家族が健康を害し、調べたい本が地域の図書館に無く探すことができませんでした。 
分かりやすく探すことが出来ると助かります。

171

暇な時、ふらっと出かけて、読みたい本を自分で探せる図書館がいいですね。 
開架式の図書館であってほしい。学生時代は良く利用したが、最近は自宅でも本を読む機会が少
なくなりました。70歳を超えると本を読む機会が少ないというより読みたいという意欲が落ちて来
ました。

172 快適な空間と駐車スペースを充実して欲しいです。

173
海外の図書館には３Dプリンターがあったりと、本を貸すだけではないと聞いたことがあります。是
非本だけではない知識を増やせる場所を提供してもらいたいです。

174 開かれた図書館であってほしい。

175
開館時間が一定ではなく、例えば07：00-22：00の間で1日-15日までは、07：00-16：00 
16日-30日までは、13:00-22:00のようになると時間を有効活用できる。

176
階層分けする必要はないと思います。いずれも、各地域に密着したサービスを考えた方が良いと思
う。機能的な連携がとれれば良い。

177
各市町村にある「分館」主に公民館等に数多く設置されているが、その内容は「お粗末」内容も
「チープ」。郷土に関する「資料館」ならば意義があるかもしれないが、一般書籍は置く必要無し。次
に「有料」でも良いから、貸し出しの「宅配」を行って欲しい。

178 各自治体の図書館を県立図書館と同じレベルに引き上げられるように、その支援をしてほしい。
179 各地に分館を設置してください。
180 学校教育との連携
181 学校図書の充実の協力
182 学習室の充実。机を増やして欲しい。

183
学生の頃はテスト前に自習、夏休みの宿題とかで利用していましたが、社会人になり、ほとんど活用
していません。 
これを機に足を運ぼうと思います。

184 学生の頃は図書館が好きで良く通いました。しかし今はほとんどいきません。

185

学生の頃よく利用していましたが、先日地元の図書館へ行ってびっくり、広々として、いたるところに
ベンチがあり、小部屋もあり、今の図書館は素晴らしいと思いましたが、専門書が多すぎて、文庫本
がものすごく少ないのにびっくり。司書の方もいろいろ工夫をなさっていらっしゃるとは思います
が、リクエスト調査もお願いしたいです。

186

学生を始めとして調べたいが自分では買えない、何度も使うものではないが高くて買えない資料を
自由に使えることは埼玉県の学生の能力向上に良いと思う。 
そして、それを広報すること。ポスターや広報紙ではだめ。twitterなどネットと大学の図書館への
広報が必要ではないか。

187

学生時以来図書館を利用したことがないのですが 、今はCDなども貸し出しているのですね。今回
のアンケートで知りました。 
普段読んでいるものは購入してしまいますし、借りた場合に返却を忘れそうで心配になりあまり借
りる気になりません。 
借りる借りないは別にして機会があれば一度覗いてみようと思います。

188
楽しそう、行ってみたいと思えるように、PC教室などもして欲しい。家から遠いので、何か魅力が無
いと、遠方からは足を運びづらい 。
県立図書館もどんな感じなんだか分からない。その辺の図書館と変わらない気がする。

189 活字離れが顕著な時代なので、子供が利用しやすいようにしてほしい。
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190
関心テーマ別にキーワード検索ができるようにもっとキーワードを充実して欲しい。従来の書名、著
者名だけでは欲しい資料がなかなか発見することが出来ない。もっと、いろいろな角度からのキー
ワードで検索が出来るとありがたい。

191
館内でマナー違反や迷惑行為を行っている利用者を追い出し、以降一切出禁にするというような、
徹底的な秩序回復をお願いします。

192

基本的に施設が古いところが多いので 、高齢の方、幼児を連れてでも安心して利用できる建物にな
るといいです。 
例)車椅子、ベビーカーで入りやすい 。
イベント開催が平日が多い気がするので土日も開催してほしい。できれば蜜を避ける意味でも予
約制だと嬉しい。平日だけだと特定の人しか行けない。図書館はすべての人に開かれた施設であっ
てほしい。 

193 機会があれば一度行ってみたいです！
194 機能分担に基づいて、内容をさらに充実させてほしい。
195 喫茶や軽い食事ができる環境があるといい。

196

久喜の子供室、よく利用していました。司書さんたち、とても親切でした。ディスプレーなどの雰囲気
もよかったし、新着本やおすすめの本もわかりやすく、よく借りました。 
少し残念な点は、駐車場が狭かったり、裏に停められるのが分かりにくかったこと、中学生になると
利用しにくくなるところかと思います。 
庭で飲食できて休憩できるといいのに…と思ったことがあります。庭もちょっといい感じなので。

197
久喜図書館は、建物が古いのか、見た目が暗い感じです。もっと明るい開かれた感じだともっと、人
も利用するのではないかと、思います。

198 休憩ブースを設置してもらいたい。
199 救急救命講座が出来たら良いなと思います。

200
旧県立浦和図書館に時々通いましたが、閉鎖になってからは近くの市立図書館ばかりです。時々さ
いたま市立中央図書館へ行きますが経済、法律、行政関係の図書が少ないような気がします。でも
県立熊谷図書館まではいけません。

201
興味のある分野で、専門家の講義や質問コーナーを設けてもらうとありがたいと思っています。ま
た、高齢者に不得意なパソコンの操作や先進技術などについても教えてもらうコーナーがあると喜
ばれると思っています。

202 興味のある分野の本を読みたくて、図書館はいつもお世話になっています。ありがとうございます。
203 郷土資料に簡単にアクセス出来ると嬉しい。

204
近くにある公民館の図書館の充実が有難い。若い頃は県立図書館に行くことも有ったけど、歳を重
ねると、兎に角近いことが一番です。

205 近くにない。駐車場が少ない。駅から遠いなど問題が多いように感じます。
206 近くにないと利用しづらい。

207
近くにも図書館はありますが、開館時間がなかなかあわず、行くことができていません。 
夜間とまでは言いませんが、 開館時間の延長などが実現すると助かります。

208 近くに県立の図書館が欲しいです。
209 近くに在る。新しい本が多い。

210

近くに図書館があるが、薄暗い、古臭い、換気が良くないなどの感じがして、利用する気がしませ
ん。たまに調べたいこと、読みたい本が出て来ますが、辞書や通販サイトで探して解決しています。 
図書のデータ化を推進、メンバー登録制にして、自宅から検索可能なシステムのようなものが出来
れば、利用頻度が上がると思う。

211
近くのコミセンでも資料の閲覧ができるようにする。（歩いて行ける場所がポイント、地域の人が集
まる場所がポイント、立派な建物を作るより誰でもアクセスできるようにするのがベスト）

212 近くの県立図書館がなくなったので、行くことがほとんどなくなりました。
213 近くの市立図書館に行くので遠くの県立には行かないかな。
214 近くの市立図書館を利用してますが、県立図書館も近くに有れば利用したいです。
215 近くの図書館で今のところ間に合っているので必要としていない。
216 近くの川越図書館はしまってしまいました。作ってほしいです。 

217
近頃地域の歴史的な資料をみな浦和の方に集めて地域の特色ある資料が地域に無くみな浦和か
ら取り寄せとなり大変不便を来しております。地域の物は地域で見られる様に為ていただきたい。
いちいち取り寄せでは気分的にも興ざめである。ご配慮をお願いしたい。

218 近所にあったら行こうと思うけど、距離があるからわざわざ行かない。
219 近場にないから現在は利用出来ない。

220

近年の県立図書館は、本を貸すということだけではなく、多様なニーズに対応をする取組を行って
いると思います。 
市町村では出来ない規模、内容の事業を展開する図書館として発展してほしいと考えます。 
中央図書館構想の頓挫は、非常に残念でした。 
県立図書館の数が減ったことも残念に思っています。

221 近隣の市の図書館も利用できるのでいいと思います。
222 区役所にくっついている図書館は広く、本が揃っているので、どこでも本は揃えておいてほしい。

8 / 22



223
空気が悪い気がするので、コロナ対策で通気をよくして、独特のにおいなどもないほうがいい。最
新の本や雑誌、ＣＤ、ＤＶＤなどももっと置いてほしい。

224 熊谷、さいたま、久喜の3館では不便なので増やしてほしい
225 熊谷と久喜だけでなく、県内でバランスを考えて設置してほしい。
226 熊谷には期待はムリ。

227
熊谷も久喜も遠いため、県立図書館は滅多に利用しません。草加・越谷辺りに予約資料の受け取り
ができる窓口だけでも作っていただけるとありがたいです。相互貸借だとネットで予約や延長等出
来ず不便です。

228

熊谷市にも県営図書館はあるが、今はもう建物も古くて行く気にならない。やはり駅ビルの中に入
るか、ショッピングモールに入るかしないと、ダメだと思う。 
結局自習室を充実させるべき。椅子を置いて長居できるようにするべき。地元市の駅と直結してい
る図書館は最高です 。
さいたま市も頑張れ、熊谷市も建て替えて！

229 熊谷市の県立図書館はアクセスしやすいです。コロナが収束したらまたお世話になりたいです。

230

熊谷市図書館を利用させて頂いてます。 
以前都内に住んでおり、比較してしまいます。 
本の品揃え、雰囲気、居心地さ等々他の施設参考にして頂き、来て楽しいなと思える施設になった
ら良いなと思います。

231
熊谷図書館の建物が古く、手狭に感じます。 
今の状況で移転や建て替えは難しいかと思いますが、障害のある方、高齢者、小さい子供連れの
方が安心して利用できる図書館を望みます。

232
熊谷図書館を利用しています。こどもがゆっくり読書出来るような、もっと広い読書スペース、こど
もが安心して使えるトイレがあるといいです。 

233
憩いの場として機能して欲しいです。 
又開館時間をサービス業として考えて欲しいです。 
又、司書の方の待遇改善をお願い致します。

234
検索機能を強化し、見たい本・資料が別の図書館にある場合は行き先を表示したり、一時的にその
本を取り寄せて閲覧や貸し出しが出来ると良い。 
図書館毎のクローズした空間では無く、広域に図書館が利用出来ると良い。

235 県と市町村は、図書館も含め補完関係が重要だと思います。

236
県に関わる古典（例・・・河越千句）などがオンラインで読んでみたい。 
市町村図書館での出張講座開講。

237 県の施設だから出来る施策に特化した施設の運営を望みます。
238 県の図書館へは交通費がかかるので、市の図書館で借りる事が出来たら良いと思います。
239 県西部に居住しているので、全く利用できません。不要です。

240
県税を払っているのに、熊谷や加須のような遠く離れたところにしか県立図書館がないというのは、
さいたま市民を軽視しているとしかいいようがない。本当は浦和に県立が戻って欲しいが、代替案
としてなら、デジタル図書館を早急に対応してほしい。

241 県内だけでなく、県外の図書館との連携協同での各種事業の企画実施や共同研究とその発表等

242
県内に２つしかないのは不足。以前川越図書館を利用していたが、閉鎖後は県立は使用していな
い。 
生涯教育の拠点として、図書館の意義は高い。 

243
県内のことについて調べたいときは県立図書館へ、という安心感があると専門性があっていいと思
います。自宅の近くにあればもっと利用できるのに残念です。そこに住んでいなくても、講座など参
加できるものを増やしてもらえれば、行く機会が増えるかもしれません。 

244

県内のどの図書館も もっと数を増やし、利用しやすくしてほしい。 
私の住む地元市は2館しかなく規模も小さいので、 物足りない。  
移動図書館も、近所に回ってくる頻度が少ないので不便でほとんど利用したことがない。
 公民館や自治センターで予約本の受け取りがいつでも、できるようにして欲しい。

245

県内の図書のネットワークを発達させてほしい。比企地域にすんでいるが、カードを統一し、地域内
の図書を簡単に借りられたり、普段使っている別の図書館の本を借りたいときに一週間くらいで配
達しあうサービスなど行ってほしい。地域外の図書ももう少し簡単に借りられたらすごくありがた
い。あと図書館の内装や外装デザインをもっとこだわってつくってほしい。行くだけでわくわくするよ
うな環境であってほしい。（地元の図書館のデザインは残念…）

246
県内の太古からのあらゆる歴史のデータ化（例、所沢の歴史物語）を行って、自宅ＰＣから見えるよ
うなシステムの構築。

247 県南地域にも県立図書館を設置してほしい。
248 県南部にも県立図書館を造ってほしい。

249

県民が利用してきた経緯やこれから利用しようとするといった動機があると思います。近所にある
から利用する、子どもの頃に行ったことがあるから利用するといった理由があると思います。市の図
書館があるから県立図書館は利用しないといった理由がどのくらいあるのか不明ですが、公共図
書館としての存在意義は多いと思います。今後も利用していきたいと思います。
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250
県民サービスをする上でお金をかけず何ができるかを職員は常に考えるべきである。個人のイベン
トであっても情報を提供するポスター等の掲示、施設の貸出、主催する講座の募集、県民が図書館
に行きやすい状況を作ることが重要。本から離れる意識改革が大切である。

251
県立、市町村立、私立等の垣根・区別をなくし、自宅近くの図書館がその付近の全図書館の窓口と
して機能するように連携強化を図り、全てのサービスが受けられるようにすることが必要である。

252
県立があるのを初めて知った 
県立と市立の図書館のすみ分けがよくわからない。

253
県立とか市立とか図書館の所属を越えたサービスが必要です。 
返本を考えると、図書のデジタル化が必要です。 

254
県立と市立の違いがあるのであれば、もっとその優位性をPRしてくれないと、利用しないと思いま
す。

255
県立にしろ市立にしろデジタル化が遅い。毎回電子書籍を探すがほぼ見つからない。ボランティア
を使うとかやりようはあると思うんですけど。

256
県立の図書館は資料センターのような形で１カ所に集約し、一般の図書館は広く浅く 
例えば市立・町立・村立のような形で図書館を充実したらどうか。

257 県立は遠くて行けない。市町村の図書館を充実させて欲しい。

258
県立浦和図書館がなくなり非常に不便である。 
県立図書館の資料を全てデジタル化できるならともかく、県庁所在地には県立図書館をおいてほし
い。

259 県立熊谷図書館の机、いすが古く、いすを引くときにガタガタと音がする。 
260 県立高校の図書室から、県立図書館の資料を取り寄せられるようにしてはどうか。

261
県立図書館、あまりにも不便な場所にあります。何か調べたくても訪れるのが難しいです。デジタル
アーカイブの充実と公開を望みます。

262 県立図書館があることも知りませんでした。 

263
県立図書館があることをこのアンケートで思い出しました。市町村立の図書館との違いを明確にし、
利用しやすい場所にできることを望みます。

264
県立図書館があるのをはじめて知った。自宅から遠いので市立の図書館などを経由して本を借り
たり資料を使えたらいいなと思う。

265

県立図書館がある事は、今回のアンケート迄知りませんでした。 
また、学生時代は学校の宿題などで市の図書館を利用しましたが、社会人になってからは、市の図
書館すら利用していません。 
学生が利用するイメージでした。 
県立図書館は、一度ぜひ行ってみたいと思います。

266

県立図書館がどこにあり、（交通手段は）どうやって行けば良いのか、まだ行ったことがありません
のでいまは全く分かりません。 
そんな中で意見や要望等は特にありませんが、（調べれば分かることながら）できましたら彩の国だ
よりに場所や交通アクセスを記載していただければと思います。 
個人的には、ホームページの作り方やツイッター等の使い方を教えていただければ助かります。

267 県立図書館がどこにあるかがわかりません。
268 県立図書館がどこにあるのかも知らないし行ったこともない。
269 県立図書館がどこにあるのかを知らない。

270
県立図書館がどこにあるのか知らない。 
最寄りの市立図書館に出かけても居眠りをしている人たちが椅子やテーブルを占領してしまってい
る。 

271 県立図書館がもっと県民に利用できるように移動図書館とか考えてほしいです。

272
県立図書館が浦和（熊谷・久喜にあることは質問の中で知った）以外にどこにあるかが良くわからな
い。住まいの近くにないので利用しようにもしづらい。普通には市立図書館で十分なので県立とな
ると、特殊なことを知る時のため、また幅広い蔵書が望まれる。

273 県立図書館が遠いので利用しにくいです
274 県立図書館が近くにないので、利用の仕方がわからない。

275
県立図書館が近くにないので利用したことがなく、サービス内容も今回のアンケートで初めて知り
ました。withコロナの時代と向き合うにはデジタルの活用は欠かせないと思うので、図書館の知力
に通信技術を掛け合わせた情報発信を期待しています。

276
県立図書館が身近にあることは貴重なことだ　市の図書館との比較についてその差異についてどこ
まで理解しているか自分自身不明　存在意義をもっとPRしてもらえると有難い　欲をいえばきれい
な本が多数あれば足が向く。

277 県立図書館サイトで、貸し出し禁止図書の浦和分室への取り寄せを可能にすること。

278
県立図書館だからこそできることと、こういう利用の仕方がありますよ、というアピールを積極的に
行ってほしいです。今回のアンケートをきっかけに行ってみたいと思いました。

279
県立図書館と、地域図書館の違いがわからない。久喜と熊谷まで行こうと思わないし、その都度取
り寄せるなら地域に広く在庫すればよいのでは？利用できている人がどれだけいるのか？
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280

県立図書館というのはその県の文化度の高さを表す施設ではないでしょうか。 
市町村立の図書館と違いどこかしら荘厳な雰囲気をまとっているところに特別な感じがあります。 
自県の県立図書館もなかなか利用できる環境にありませんが、他県民にも開かれた埼玉県立図書
館であってほしいです。 
機会があれば一度利用してみたいです。

281 県立図書館と市町村図書館をオンラインで接続できる様にして、書籍をデジタル化して欲しい。
282 県立図書館と市立図書館の違いがわからない為、回答できません。

283

県立図書館と市立図書館の違いが良くわからない。近くにある市立図書館を良く利用している。希
望する図書がその市立図書館になくても、他の市立図書館にあれば探してメールで連絡してくれる
ので非常に役に立っている。市立図書館にはない特徴的なサービスが県立図書館にあるならその
違いをぜひ教えてほしい。

284 県立図書館にはなかなかいけないので、データベースで閲覧できるようにしてほしい。

285

県立図書館には一般書店に置いているような図書は全くない。著者が死亡したり廃刊になった古い
書籍、博物館としか言いようのない図書館だ。今話題になっている書籍や情報を多数そろえてほし
い。また、窓口職員は丁寧に事に当たってほしい。返却した書籍が返却になっていなかったりのケー
スが多数あった。

286
県立図書館には資料があるようですが、遠くて不便です。近くの市立図書館でも資料が利用・閲覧
できると良いのですが、難しいでしょうね。

287
県立図書館に期待するものはありません。何処にあるかも知りません。市や町の図書館が充実して
いれば、県立の図書館は無駄であると思います。

288

県立図書館に行かなくても、そこにあるものすべてが県内の市町村に届くようにして欲しい（書籍そ
のもの。データ他） 。
埼玉県はその地形により県立図書館に気軽に行ける人ばかりではない。コロナ禍でもあることを考
えたとき、税金を払っている県民が命懸けで？そこに出かけて行くのもおかしいと思う。 
地元に居ても県立図書館の恩恵を受けられないのはこれだけデータ社会が普通になっているのに
おかしいのではないか。

289
県立図書館に行った事がないのでこれを機に寄ってみようと思います。 
在宅ワークができるスペースが沢山あれば助かります。その際に予約制や1週間のうちで一人一回
の利用制限付きなどの条件をつけてみてはいかがでしょうか。

290
県立図書館に出向くのが難しいため自宅から見られるようデジタル化を早急に進めてほしい。希望
のあった物からでもよいと思います 。
保管中の書籍の種類はNETで閲覧できるが、それらの内容をある程度表記して欲しい。

291 県立図書館の所在地が「もう少し増えたら」と思います。

292
県立図書館の位置づけが分かりづらい。地元市の図書館で用が足りており、浦和分室へ行くメリッ
トを見いだせない。特色を打ち出してアピールしてほしい。

293

県立図書館の位置付けがわかりにくい 
⇒各市町村の図書館との違いを含め、利用に当たって、整理して紹介してみてはいかがですか 。
拠点の増加、見直し　　交通の利便性、駐車スペースなどを考慮した 場所に設定を見直す 
候補として　駐車スペースから伊奈の県活など 
交通利便性では、埼玉中央の位置から　大宮公園内など 

294
県立図書館の近くに住んでいる人は便利でいいですよね。 
この不公平感を解消してほしい！

295 県立図書館の充実をお願い致します。

296
県立図書館の所在は人口の多い市にあり、人口の少ない市には無いのが現状です。小生は人口の
少ない市に居住し、市立の図書館で満足しています。交通費を支払ってまで県立図書館まで行こう
とは思わないです。

297
県立図書館の情報が、市の図書館にポスターなどで掲示されていると分かりやすいかもしれない。
すでにある場合はもう少し目立つ場所に。
ちょっと硬いイメージがあって、子供を連れて気軽に行くにはハードルが高い印象。

298 県立図書館の図書を地域の図書館で借りることができるとありがたいです。
299 県立図書館の数を増やしてほしい。
300 県立図書館の設立意義が分からない。地方（各自治体）の図書館を予算面で充実して欲しい。
301 県立図書館の増設
302 県立図書館の増設

303
県立図書館の蔵書資料の貸し出しを、居住地の図書館のネット経由で個人が情報検索し、該当資
料があれば貸出手続きまで完了できるシステム構築を検討してほしい。 

304
県立図書館の存在を、このアンケートで知りました。自宅から遠い、ということもありますが、県立図
書館を利用する理由が見当たらないのが現状です。県立図書館はどんな場所で、どんな人に来て
もらいたいものなのか、それが分かると利用者が増えると思います。

305

県立図書館の存在を知りませんでした。 
市立図書館との違いや市立で利用できる県立図書館のサービス等あるのか、県立図書館に関する
情報が全くないので知りたいです。 
県立図書館を利用してみたいのですが住んでいる地域から遠く不便に感じます。
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306 県立図書館の存在意義がよくわかりませんでした。

307

県立図書館の本を以前市立図書館から予約しましたが1か月以上かかりました。県立図書館の予
約者が優先のようなことを言われました。市立図書館も県立図書館も借りる方からすれば同じ図書
館であった方がありがたい。蔵書は一律で一覧できて受け取りは最寄りのステーションで受け取れ
るシステム整備を進めて欲しい。転勤族であちこちの図書館を利用しておりましたが、県立と市立
図書館の連携がスムーズなところは行政との連携もスムーズで、移動図書館車が市立病院や大き
な公園などに本を届けて下さったり、最寄りの病院やコンビニから本を返却することができたりしま
した。埼玉県は県立図書館が4つもあると伺っておりますが、週2回は図書館を利用する人間でも
県立図書館を利用したことはまだないのが現状です。もっと最寄りでなくても利用したい人が利用
できるシステム作りをお願いしたいです。また図書館とは別の話ですが、司書の育成に力を入れて
頂いて早急に県内全小中学校の司書配備をお願いしたいです。

308 県立図書館は、知的才能開化の原点として、今後ますます必要性が望まれる。期待しております。

309
県立図書館は、利用したことがないので特にありません。  
現在は地元の図書館の利用のみです。

310 県立図書館はほとんど利用したことがない。

311
県立図書館はよく利用します。 
落ち着いた場所で気に入っています。

312 県立図書館は遠いので市立図書館で十分活用できています。

313

県立図書館は遠いので直接行くことは今後もないと思いますが、県内の図書館でできないことや
補完サービスをもって今後も存続してほしいと思います。 
地元図書館の改修とコロナ禍が重なり半年ほど図書館に行けていませんが、館内や蔵書の衛生面
がこれからの課題と思います。

314 県立図書館は遠いので利用できないため、全く身近に感じません。特に要望もありません。

315
県立図書館は過去に縮小整理されたため、遠くなり、利用機会が大きく減った。国会図書館や他県
図書館も含めて、所蔵するものが重複しないで、かつ、必ずどこかの図書館に所蔵されていて、転
送して貸出できるようにしてほしい。

316
県立図書館は近くになく利用しにくい。（過去に浦和の図書館を覗いたことはある）自治体図書館の
充実とネットワーク化が良いと思う。

317
県立図書館は行ったことがないので既存の図書館との違いがよくわかりません。コロナ禍におい
て、貸し出しで不特定多数の方が触った本を借りたいかというと否です。図書館のあり方自体を検
討する時期なのではないでしょうか。

318
県立図書館は使用した事が無いので、市の図書館と違いが分かりませんが独自のカラーを出すよ
りも市の図書館とのデータ共有などを行うほうが良いと思います。

319
県立図書館は実際に出かけて利用はしていませんが、地元の図書館にない場合には県立図書館の
蔵書から郵送していただいて利用しています。

320 県立図書館は場所が遠くて行けない。もし近場にあればぜひ行ってみたいと思いますが。
321 県立図書館は大学図書館網の施設で、できれば県内に複数あるとよい。

322
県立図書館は誰でもが身近にあるものではないので、その存在や、どのような資料があるのか、市
立図書館との連携などを、広報と共に、市立図書館で目につくようにすること。

323
県立図書館は地区が限定されていると思います。私の居住地区はさいたま市が関係する図書館が
身近にありますので利用頻度は高くなります。県立図書は地区の図書館とタイアップし、相互に利
用できるシステム作りは如何なものでしょうか。

324 県立図書館は利用したことが無いため、今度、機会を設けて行ってみたいと思います。

325

県立図書館へは遠いせいもあり行ったことはない。 
今のところ近所の図書館で十分満足している。 
市の図書館は狭いせいもあり、古い資料など次々処分しているようだ。 
県立図書館では、なるべく処分せず長く残しておいてほしい。

326
県立図書館へ足を運ぶのは近くなら良いのですが、交通機関を利用しての利用は大変です。そこ
でネット配信で資料等が閲覧できるサービスを構築してもらいたい。

327
県立図書館までいかなくても十分なサービスが得られるとうれしいです。 
たとえば、同じ講座を出張でしてくれる、企画展も出張してくれるなど。 
なかなか県立図書館まではいけない。日常にもっと寄り添ってほしいです。

328 県立図書館まで行けないので市立の図書館を援助して欲しい。

329
県立図書館よりも地元の市町村図書館を充実させて欲しい。わざわざ県立図書館までは出向かな
いので。

330

県立川越図書館があったときは、利用頻度が高かったが、川越には県立図書館をはじめ県の施設
がなくなってきているため、期待することはありません。 
県立図書館と市町村立図書館は役割が異なっているのは承知していますが、埼玉県の西部地区に
県立図書館がないのは、大きな差別であると思っています。

331 現在、コロナのため思う様に図書館を利用できないのが残念です。
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332

現在の図書館は、時代にあっていません。 
今後の期待は、ネット上のデータベース機能や資料保管などです。  
文書館の運営は今後もしっかりと拡充してもらいたいが、図書館は一般客の利用をなしにして、貴
重な資料、書籍のデジタル化とネット閲覧機能（有料サービス）を備えた新しい形態にしてください。  
巨大な施設やサービス運営の過剰な人員は、非効率そのもので早急な見直しを、時代から求めら
れています。

333 現在はコロナで使用制限があります。早く普段通りの使用ができたら良いと思います。

334
現在はコロナのため図書館を利用していませんが、今後また感染症が流行った時のことを考えて、
換気対策やアクリル板の設置などの感染症対策を進めていただきたいです。

335

現在は主に小説をお借りしています。 
子供が小さい頃は絵本を借りにいきましたが、 カウンターの係の人に、子供が『かしてください』と、
本を出したところ、『シーっ』と強く言われ泣いたことがあります。また新聞雑誌を読んでいる高齢者
の方に『うるさい』と言われた事もあります。 
絵本の専門部屋なら喋ってもいいといわれていましたが、絵本部屋の机には中学生が勉強してい
て、やはり、うるさがられて、子供は図書館に行くのを嫌がるようになりました。図書館の職員に、相
談しましたが、絵本部屋で勉強はだめではない、本の貸し借りは黙ってやりとりすればいい、他の人
に迷惑かけないで、との事で、小さな子供の図書館利用は大変難しいと感じました。現在、少しでも
改善され、小さな子供が利用しやすくなっていればいいと思います。 
また、最近、近所の図書館は民間会社が管理しているようですが、係の人は、なんとなく、今まで以
上に親しみにくい雰囲気です。利用時間が長くなったのはよかったです。

336 現在時間の都合で利用していないが、余裕が出来たら利用して行きたいと思います。

337
現在利用している市立図書館にはないコンテンツを利用できる事。 
例えば、古い書籍や、マイナーなジャンルの本など。

338 現状で満足していますが、プラスアルファのサービスが必要かと。

339
現状の図書館の機能はIT化が進んでおらず多くの課題を抱えていると感じています。図書館の旧
来の機能（本を読む、勉強できる）も残しつつ、いつでもどこでも本に接することができる、というコ
ンセプトで再定義をお願いしたいと思います。（ネットから図書が見られる、など）

340 現状継続。ネットワーク化のための地道な資料登録。

341

個人としては高齢者ですが、人口減少・少子高齢化等が進展して、ますます情報化社会になり、県
立図書館等を活用することを日常生活の中で、常に考えています。 
インターネットやSNS等を、日常生活の中で仕事や地域活動等を通して、有効的に毎日活用してお
ります。特に個人情報や、民主的に社会正義等を考慮して、有効活用することを自覚してます。県
立図書館も時代の流れに合わせて、インターネットやSNS等の繋がりや、県民生活に活かした運営
や教育・安全等を一県民として期待してます。

342 古い貴重な資料のデジタル化
343 古地図などの充実

344
後期高齢者になり、図書館を利用する機会が無くなっています。最新の情報発信機関としての役割
に努めて欲しいです。

345 交通の便のよい場所、また利用しやすい場所に複数あってほしい。

346
交通事情などで利用できない県民も気軽に利用できるようオンライン化やデジタル化を推進してほ
しいです。

347 公共財産ですので官設官営の中で役割の充実を図って下さい。
348 公立図書館では浦和にある、さいたま市立図書館が駅から近く便利。
349 行きやすい感じにしてもらいたい。
350 行った事ないので、これから調べてみます。

351
行政と住民をデジタル技術で接続すれば、住民の利便性、行政事務の合理化の核となれるので
は。

352
高齢になると足腰が弱り出かける事が億劫になってしまうので、図書等のデジタル化を進めどこか
らでも閲覧出来るように進めて欲しい（著作権の問題もあると思うが・・・）。

353
高齢や病気がちになると遠方の図書館へ足を運ぶことが出来なくなるので、自宅に居ながら閲覧で
きるようになると助かる。

354 高齢者が増えてきています。よって、座席を多くしてほしく思います。
355 高齢者や障害者が増えるので県立図書館が市町村図書館に支援してほしい。

356
国会図書館に次ぐ位置づけで、埼玉県民は県立図書館に行けば、殆どの事が満足できる場所を目
指して欲しい。

357
国立国会図書館に及ばないとしても、埼玉県内の資料は大方収集所蔵すべきと思います。 
全国と地域との区切りを明確にした運営方針を定めて下さい。

358 国立国会図書館並みとは言いませんが、ある程度の専門的図書を置いてほしい。

359

今でも一部資料を検索してスマホやインターネット等でダウンロードしプリントアウトできるでしょう
が将来的に５Gの情報システムが完成すれば学校や自宅から図書館へ行かなくても情報を提供し
て貰える図書館に様変わりするのではないでしょうか。向学心のある学生や高齢者が自宅で図書
館を利用する時代がやってくるような夢を感じています。

360 今のところ、市立図書館で間に合っています。
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361
今の状況だと難しいのかもしれませんが、勉強スペースが沢山あると嬉しいです。参考書なども置
いてあったり、資格取得のための本などもあると嬉しいです。

362
今は、コロナで行けないが、保管図書が綺麗なら使ってみたいです。 
近くの図書館はあまり本の状態も良くなく触りたくないので行かなくなってしまったので。

363 今はネットで調べたいことが調べられるので、図書館を利用する機会が減った 。

364
今はネットに情報が溢れ、自宅にいて新刊や古本も買えるので、近くにあれば利用するがわざわざ
遠くまでは利用しにいかない。

365 今はわからないが、交通が今ひとつ不便なうえ、駐車施設が不十分だった経験がある。
366 今まで、行った事がなくて残念だと思いました。
367 今までとは違う、図書館のあり方を考えて欲しいです。
368 今より少しでも書籍の数を増やしていって欲しい。

369

今回のアンケートにもあるように、「行きたくなる図書館とは何か？」について、県民のニーズや意見
（特に若い世代）を把握して、死んだ予算とならないよう、施策に反映してほしい。図書館は本を借
りたり、調べものをしたりするだけの場所ではないってことを子供の時から知ってほしい（時に、シェ
ルター子ども避難所にもなると思う。もちろんその対応ができる職員が配置されていることが前提
である） 

370 今後図書館を利用したいと思います。
371 催事の案内

372
最寄りの自治体の図書館への貸出連携を容易にして、 ネット上でも貸出予約ができるようにしても
らいたい。

373
最近の子供はスマホやゲームに時間を使い、読書習慣が身につかないので、せめて漫画でも読ん
で欲しい。

374
最近はあまり利用してませんが、夏は涼しく冬は暖かく静かなので、勉強をしに行ってました。新し
い本をいれてくれたら良いと思います。

375
最近忙しく図書館に行ってない。子供とよく行っていた。インターネットで色々検索できたりデジタル
本が出てきたりと生活が変わってきた。でもあの図書館の静かな環境に浸かりたくなる時がありま
す。図書館は、静かであって欲しい。

376
災害により貴重な書籍が失われるという話を他自治体でも聞くので、書籍の電子化はやっていった
方が良いと思います。あとからやっとけば良かったと後悔しないように。

377

坂戸市近郊の図書館は借りたい本がいつも無い。 
司書に聞いても、うちの図書館にはその類は、無いですの一言だけ。  
自習室では、中学生が大騒ぎで勉強どころではない。  
椅子は叔父さんの昼寝の場所。  
都内と違い、早く閉館してしまい仕事終わりに寄れない。  
これでは、図書館の意味がない。

378 埼玉にきて10年以上経ったのですが，県立図書館がどこにあるか知らない。
379 埼玉県に関する古文書などを収集する。

380
埼玉県に関する資料の保存。紙のものからデジタルに移行する今、抜け落ちることがないよう、地
元新聞社などと連携して充実してほしい。そして簡単に誰でも検索できるようシステムも工夫しほし
い。

381
埼玉県に住んでいた時は、浦和の県立図書館を大いに利用させてもらいました。大学受験のため
の自習、自分の調べもの、特にココにしかない本は貴重でした。これからも県民のための図書館で
あって欲しいと思います。

382 埼玉県のあらゆる資料をそろえそこへ行くとすべて解決できるような施設

383
埼玉県の図書館がどこに在るか分かりません。商業施設の上に有る図書館を利用してますがコロ
ナの関係で座る事が出来ないため利用してません。 

384 埼玉県の歴史について、資料を揃えてほしい。
385 埼玉県の歴史文化に関する、江戸時代～明治初期の資料を充実して欲しい。

386
埼玉県は縦割り行政の印象が強い。県立図書館と市町村立図書館を区別しないで一体で使いや
すい改革に務めて欲しい。

387
埼玉県やさいたま市や区立、都立、国立など、マイナンバーカードを使えば会員証を作らなくてもい
いようにしてください。縦割り行政を廃止したらいいサービスができるはずです。

388 埼玉県東部にも県立図書館を作って欲しい。
389 埼玉県南西部からでは遠いので、デジタル化を推進してほしい。

390

埼玉県民になって30年近くになりますが、どこにあるかも知りません。 
県立図書館の魅力は何でしょうか？ 
ここにしかないものはありますか？ 
何かのついでにでも寄れる何かが欲しいです。

391
埼玉県立浦和図書館を改装して蔵書数を増やし、商用データベースを揃えた上で、リニューアル
オープンすることを希望します。

392 埼玉県立図書館の中央図書館を早期に復活してほしい。
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393

埼玉県立図書館は、市町村立図書館との役割分担を踏まえ、「市町村立図書館等の支援、連携を
通じた全県サービス」に努めることを基本方針としています。特色あるサービスとして、以下のもの
に取り組んでいます。‥‥と、あります。 
分室の方針も明示されたらいかがでしょう。 

394
札幌市の情報館のような従来の発想を超え、情報や人や仕事についての発見や出会いのきっかけ
を提供するような図書館ができたらいいなぁと思います。

395

司書（職員）に資料の調査・相談を依頼するなど図書の取組を新たに知ったアンケートであった。司
書と特別な呼び名を得ている自身の職業にほこりをもっと前へ押し出していただき司書という呼び
名を勝ち取った先人のプライドに想いを馳せて頂くことが肝要である。教育立国をリードする攻撃
的図書館運営を要望するものである。

396

子ども達が独立し、ボランティアも卒業すると、図書館からも足が遠のいてしまいがちです。 
幸い、本好きの友人のおかげでちょくちょく市内の図書館に連れていってもらっています。宇宙や気
象に関する写真集などを閲覧していると時間を忘れてしまいます。 
今はコロナ禍で、利用していません。この機会に「デジタル化していつでもどこでも」というのは理想
的ですね。著作権とか難しいところでしょうけど。

397 子供たちがすぐ利用できるようにしてほしい。

398
子供のころに図書館は利用したが、最近はほとんど利用しなくなった。インターネットの普及がほと
んどの理由だと思いますが、何か、行ってみたいというようなことがない限り、行く必要がなくなって
しまう気がします。

399
子供の絵本やCD・DVDを借りています。私にとって図書館は、親子共楽しめる、リフレッシュでき
る大切な場所です。DVDなど、新しいものも入れてもらえると嬉しいです。

400
子供の頃は良く本を読んでいたが、大人になったら読みたい本は買うようになり、行かなくなった。 
今後は自宅で調べられればそれで良いので、図書館を利用したいとは思わない。

401
子供の頃図書館といえば旧浦和図書館しかなかった。学校の図書室にない本を見るのが楽しかっ
た。今は中央図書館に行く。県立図書館が３箇所しかないとは知らなかった。埼玉県に特化した書
籍やデータを扱うプロでいてほしい。

402 市の図書館での貸出、返却の実現。市の図書館カードを使用で。

403
市の図書館と重複しないように市にはない資料を重点的に揃えて業務をタイアップしていくのが良
いと思います。

404 市の図書館と様々な連携が取れていると魅力的かも。

405
市の図書館は、よく利用するので、その中で目立つ掲示等をすれば、存在を知れるが、遠方にある
のであれば、あえて利用する気にはならないか。

406 市営の図書館に、支援をしてほしい。

407
市図書館で不可能な情報が得られる場の提供。 
出来れば市の図書館に於いてもWi-Fi環境確保が希望。

408 市町村の図書館が購入しそうもない、専門書をそろえてほしい。
409 市町村の図書館でも県立図書館の蔵書の貸出・返却可能にしてもらいたい。

410
市町村の図書館とうまく連携して、ほしい図書を近隣の市町村で受け取ったり返却できるようにし
てほしい。

411 市町村の図書館との連携をもっと深めて欲しい。

412
市町村図書館にはない古書など保存管理に費用が掛かる蔵書専門に特化するなど、市町村図書
館との差別化を期待します。

413 市町村立図書館との違いを明確にし、市町村立図書館ではできない事業や企画に特化して欲し
414 市町村立図書館との差別化を明確化してほしい。
415 市町村立図書館と県立図書館の機能・役割の違いが明確でない。

416

市町村立図書館の領域かもしれませんが，現代の図書館は「集いの場・空間」という役割ももって
いると思います。またPublicという点で，全てのひとに開かれていることも必要だと思います。  専門
図書館という点では，県内の大学図書館との連携を強化し，県立図書館で図書の貸り入れができ
るようなことができるといいですね。

417
市民としては、市立、県立の区別をあまり考えず、利用しやすい図書館を利用する。ただ、県立は市
立ではなかなかできない分野に重点を置くべき、と考える。

418 市立との領域が重複しないよう、棲み分けを明確にし、ＰＲしてほしい。
419 市立など地域の図書館と役割が違わないと存在意義がないと思う。

420
市立の図書館を頻繁に利用している。私はそれで用が足りているが、市立図書館ではできないも
のがあれば、県立図書館で保管をしてもらいたい。 

421 市立図書館が近くにあるので、県立図書館までいかない。

422
市立図書館とは異なる専門性、サービスを備えた図書館、利用時間の拡張なども検討いただきた
い。

423
市立図書館と棲み分けは必要と思います。 
県立図書館には、専門的な本を揃えて欲しいです。静かな環境であって欲しいです。

424
市立図書館と比較すると、活気がなく、硬直化していて、地味に映る。非常に利用しづらい。市立図
書館と、一日も早く統合すべきだ。
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425 市立図書館に比べ 敷居が高い 入りづらい

426
市立図書館に比べ、県立図書館の必要性が分かりません。 
まずは、県立図書館の意義、必要性などをアピールされては如何でしょうか。

427
市立図書館の意見を書かせてもらいます。市立図書館の雑誌（特に人気のある雑誌）が貸し出しば
かりで借りられないので 　もっと雑誌の量を増やしてほしいです。よろしくお願いします。

428
指定管理者が管理している状態でも、利用しやすく、図書館職員として専門知識を市民に提供する
場を維持していって欲しいと思います。

429
施設として先進的・快適で魅力的であること。地域・地方行政に関して資料を網羅的に利用できる
こと。

430
私が求めている分野の本は、古いものしかありませんでした。 
また芥川賞、直木賞のような作品は、すぐにはないようで、結局買って読まざるをえません。

431 私が住んでいます所にも図書館はありますので、今度、行きたいと思います。

432
私は、県立図書館で分からない時は、国立図書館に足を運び調べました。出来ればこの関係を近
場で調べられる方法を作ってもらいたいです。もっとも、現在は実現していると思います。１０年前
の事です。

433
私は、市立図書館を非常に良く利用しています。地元市の北部の図書館が中心です。 
蔵書が少なく、座る椅子も少なく残念に思ってます。 
整備、拡充してほしい。地元市の南部の図書館は、少し遠い。

434
私は近所に県立図書館があり、専門書(趣味)をよく借りています。近くにあるということが借りたい
なぁと思うベストなことです。

435
私は小学生以来、図書館を利用した事がなかった。 
今度、利用したいと思います。

436
私は特に専門的なことを調べたりはしないので今のところ満足しているのですが、コロナ禍におい
て本の消毒はどうしているのかが気になっています。

437
至近にないと簡単には行かれません。 
支所をもう少し増やしても良いと思います（当該市との差別化がないと不要。位置づけが難しそう
ですね）。

438

資格取得の勉強をしていたとき、自宅近くの図書館で、県立図書館の本を取り寄せていただき、あ
りがたかったです。 
専門的な本は、近くの本屋さんに無かったり、高価なものも多いので、図書館にあるととても助かり
ます。

439
資料のデジタルや、ネットからの資料の検索などのサービスの高度化を及び講演や映画鑑賞を行う
会場の拡充整備を期待します。

440 資料の充実

441

自身の住む近くに（市役所）立派な図書館がオープンした。 
孫を連れていってみたが孫と一緒に声を出して読書するスペースがなく残念だった。 
他の来館者の迷惑にならないような場所で子供と声を出して本を読む場所があるといいなぁと思っ
た。

442

自身はあまり利用できていないが、小学校低学年の子供たちはよく本を借りて利用している。手に
取ってページをめくって読む習慣は、とくに子どもにとっては大事な機会だと思うので、書籍は充実
してもらえることを期待する。一方、デジタル書籍も日進月歩で身近な存在になってきている。実物
の本だと貸出中は閲覧できないが、デジタル書籍なら図書館まで足を運ばなくても、いつでもどこ
でも利用できるメリットもあるので、あわせて検討してほしいし、他県よりも埼玉県がリードするくら
い、先進的な取り組みとして実践してほしいという思いもある。

443
自宅からは遠いので、検索して内容の電子情報を自宅のパソコンから閲覧できるようにしていただ
けると嬉しいです。

444
自宅から遠く、利用することはないと思うが、市町村で賄えないところを行うのが県の役目になるの
ではと思います。 

445
自宅にてインターネットで貸し出し本の予約が出来、受け取り日時に借りることができると良いです
ね。また市民のオアシスのように清潔で安心して図書館を利用したくなる雰囲気作りも大事だと思
います。

446 自宅のパソコンから接続して利用できれば有り難い。
447 自宅近くにさいたま市の図書館が複数あるので特にないです。

448

自宅近くの図書館を利用しています。 
以前に比べ、データベースの性能が向上したおかげで、資料検索・貸出の手続きが大変やりやすく
なり、助かります。 
受付カウンターのスタッフの方、レベルがまちまちで、たまにつっけんどんな対応をされて悲しくなり
ます。もう少し接客の質の向上をはかっていただければ、もう少し図書館にも行きやすくなるのでは
と思います。

449 自宅周辺につくってほしい。
450 自分では辿り着かない本に出逢うように、して下さい。
451 自分のタブレット端末で図書が見れるようになってほしい。
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452

自分の住んでいる土地の過去の地形や建物を調べるため 県立図書館を利用しました。 
調べたページをコピーして持ち帰りさせてもらえたり、マニアックな質問にも親身に対応していただ
いて、気分が良かった。 
ありがとうございました。 
各学校の校歌が揃えられていることにもびっくりした記憶が残っています。

453

質問７に掲げた項目は「実現できたらいいですね！」 
しかし、世にある・現に活用できる場所があります。 
図書に限定すると「より早く、必要な情報、必要な図書を手にして読みたい」を実現するには、既に
図書を所持している図書館並びに施設にどう繋がるかを考えて欲しい。 
リモート、デジタル、インターネットと言われているわけですから、他の図書館の保管図書データを
活用して検索して持っている図書館から容易に借りられるシステムの確立を希望します。　新たに
図書を揃えるだとか箱物を作るだとか考えないでください。

454
実は予約した本はもう一ヶ月になってるけど、まだ連絡がないのです。近場の図書館ですが、話を
聞くと、その本は2冊しかないと。どう言うシステムになってるのかよく分かりませんが、状況によっ
て、増やしてほしいと思います。

455
借りたい本が少なく、予約してもなかなか順番が回ってこないことがあり、結局購入することがあり
ます。一方、あるていど予約の順番ができている本を寄贈しようとして、嫌がられたこともあります。
もっと身近な存在となって欲しいと思います。

456 若いころは毎週通っていた。満足している。

457
若い方は本を読む・見る機会が少なくなったように思います。 
スマホなどの普及で。でも｢本」を時間をかけて探す・読む・見ることは訓練になります。 
本をみることを勧めましょう。

458 受付など気軽に入れる図書館の雰囲気を作って欲しいです。
459 住まいの近くにあると利用しやすいが、遠いと中々そこまで出向けない。

460
住んでいる近くの図書館にしか行ったことありません。 
機会がありましたら県立図書館に行ってみたいです。 
県立図書館は埼玉の特色を生かした魅力ある図書館であって欲しいです。

461
住んでいる地域によってはほとんど利用できない。インターネットを活用して、いつでもどこからで
も利用出来るようにしてもらいたい。

462
出張イベントのような形で普段県立図書館でのみやっているイベントを各地の図書館でもやってほ
しい。

463
所在地が限られており、県民に広く利用してもらうことを前提に取り組むのは、無理だと思う。特化
してよいと思う。

464 所蔵する本を増やしてほしい。

465

書籍のデジタル化が従来の製本による書物に変わる、大きな改革の時代を踏まえて、図書館の基
本的な改革も迫られている。インターネットやケータイの普及に伴い、紙から画面の時代に変換さ
れ、社会生活の基本も急激に変更になったことを踏まえると、目先の変更ではなく、将来を見据えた
図書館の在り方、基本を徹底的に再見直しを図り、ＩＴの時代に対応した計画的な抜本対策をすべ
きと思う。

466
書籍閲覧、書籍の有無検索など外部からネットを通してできるようにしてほしい。 
また、書籍のリモート貸出ができるとより便利。

467
小中学生までは図書館の近くに住んでいたこともあり、よく利用していました。子供のときは読みま
くるだけで、残念ながらリファレンスサービスは利用していませんでしたが、今なら利用したいです。
広く資料を集めて、資料にアクセスしやすい環境があると最高です。

468 省庁が保管する資料を借りたり閲覧できたらいいと思う。

469
場所が遠いので利用する機会はないが、市内の図書館にリクエストした時に県立図書館所蔵の書
籍をお借りできることがある。でも県内に一冊も無いと借りられない事があるので、売れ筋でどこの
図書館でもあるようなラインナップ以外の部分で補完していただけるとありがたい。

470 場所が遠くて行けないので、オンラインによるサービスの充実をお願いしたい。
471 場所が遠すぎるので、1時間以内ぐらいには行ける場所に設置してほしい。
472 場所が限定されているため、その場所に行くことがなければ使わない。

473
場所が微妙すぎて行くのが大変。もっと大人数が行きやすい都心部（大宮とか浦和とか）に作れば
いいのに…と思います。

474
情報の提供・司書やボランティア等の研修・資料の充実に力を入れて、市町村や学校関係の図書館
の支援をする機関とした方が良いと思う。県民のほとんどから見て県の図書館は身近なものとはい
えない現状なので、役割について見直した方が良いと思う。

475
情報は常に多方面・多視点・最新のものを集められるように、情報と技術の最先端施設であってほ
しい。

476
情報伝達技術が発達した今日では図書館は学校（中等以上の専門校）の中に充実した方が賢明と
理解している。

477 食堂・喫茶を充実してほしい。 
478 新しい本を、出たらすぐに入れてほしい。 
479 新刊小説の早期購入
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480 新型コロナが終息したあとも、図書館の利用に際して、徹底的な抗菌が求められると思う。
481 身近にあれば便利なので利用したい。
482 身近に感じる図書館であって欲しい。
483 身近に図書館があるがなかなか利用できないでいる。今後はもう少し通いたいと思う。
484 身近に無いのでわからない。

485
人口比でさいたま市は図書館が狭すぎる。少し調べてまとめようと思っても、席が空いている時皆
無。 

486
図書のデジタル化を早急に図り、熊谷・久喜近辺の住民でなくても利用しやすい環境にして欲しい
です。西部地区に住んでいるので、利用しづらい。利便性を考えると東京都の図書館へ行ってしま
う。

487 図書館 さいたまのWEB予約等のサイトはすごく使いやすい。

488
図書館があると生活が豊かになります。さいたま市に住んでいた時もよく利用しました。というより
図書館に近くに住んだという方が正しいです。デジタルの時代ですがアナログも大切です。それが
資料というものだと思います。

489
図書館が充実しているとの事で埼玉県に越してきました。これからも利便性の充実拡大があれば
嬉しいです。

490 図書館での行事、催しを役場と連携して発信できるようにしてほしい。
491 図書館でもAEDの講習をして欲しい。

492

図書館で借りたい本を見つけて、読んで勉強になったとしても、しばらくその知識を使ってないと忘
れてしまいます。それなので、その知識を忘れないための活動や体験も出来ると良いかと思いま
す。具体的には、グループワーク、講座、創作活動、オンラインチャット等が盛んになると良いかと思
います。

493
図書館で色々な本を借りられることは、とても大きな楽しみです。自分では、金銭面からも購入でき
ない色々な本が借りられ、とても助かりました。勉強にもなりました。

494 図書館という枠、子供の育成、退職後の学びなどの枠を超え、先端的な知への挑戦に期待したい。
495 図書館としての空間があり、居てリラックスができて、資料が整っている。

496

図書館とは人財立県、教育立県の核心。資源小国･日本、小県･埼玉は人財･教育日本一を目指す
べき。実現への県民の強い意思と覚悟を具体的に示し、見える化出来る装置施設が図書館。ぜひ
県民が誇りを持って、国内はもとより世界から称賛される智識･智恵の生産拠点としての図書館建
設を期待します。

497 図書館に、政治的な主義主張やジェンダーや共生といったビラなどを置かないでほしい。

498
図書館のホームページがわかりにくい。図書館がどこにあるのか、分室はどこにあるのかをもう少し
わかりやすくしてもらえるといいのにと最初にアクセスしたときに思った。

499
図書館の存在意義は大切だと思います。 
データベースの活用電子化書籍のリアルタイムに借りたりできればさらに利便性は向上するが、本
を探すのもら楽しみなので両方とも残してほしい。

500 図書館の老朽化と書籍の保管の限界があるが、利便性が高い様に配慮して欲しい。

501
図書館は古いものばかりある感じがする。 
図書館＝古本ばかりというイメージを払拭して欲しい。

502
図書館は私にとってはなくてはならないところです．何時も地元市の図書館を利用しています。職
員の方はいつも親切に応対してくれており感謝しています。いつも目いっぱいリクエストしておりま
す。

503

図書館は大事です。 
本にまつわる様々な事をイベントやネットを通して情報を発信して下さい。 
公共交通機関との連携も大事です。 
街の他の機能と補完しながら、ネットワーク化して繋がっていくことが大事です。

504
図書館は大事な教育機関だから古びたらメンテナンスするなどいつまでも綺麗な状態でいてくれる
と助かります。

505
図書館は無いと困る人がたくさんいる重要な場所だと思います。運営は大変なこともあると思いま
すが、いつでも誰でも使用できる場所で今後もあり続けて欲しいです。

506 図書館まで遠いのでデジタル化してもらえたら嬉しいです。
507 図書館もデジタル化が進みコロナウィルスが拍車をかける、図書館職員の研修はとっても大事だ。

508
図書館を利用した事がないので、期待することもありませんが、小さなお子さんが居る家族などに
利用しやすければ良いのでは？

509
図書館間(県内外、教育機関含む)相互貸し出しを円滑、迅速にネットででき、配送ですべて自宅で
できるとよいかなと思います。また滅菌庫などで殺菌等できるとよいかなとも思います。。

510
図書館間でネットワークを結び、お互いの蔵書の補完を行う、利用者は本の受け渡し・返却に地元
の図書館を使える仕組みを具備してもらえると嬉しいです。

511

図書館同士の連携を密にし、本の取り寄せをスピーディーにして欲しい。駅に図書館の道筋などの
案内版が欲しい。古い本を捨てないで欲しい。新刊本の購入は少なくてもよい。デジタル化を進め
て欲しい。図書館司書の仕事をもっとアピールすべきだ。地域の学校（小学校から大学まで）の図
書館をすべて住民に開放してほしい。
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512
図書館内での交流の場づくりをしてほしい。子供達の試験など、混雑タイミング時は、 やむをえませ
んが、図書館での交流は、結構多いですが、場所がない。少ないと 思っています。

513
世の中がネットとデジタルに進む中で図書館の役割が変わってゆくのは仕方のないことだと思いま
す。

514
清潔感が常に保たれている空間にしていていただきたい（机の上など）。大宮、中央をよく利用する
が自由に使える場所があってかなり便利。

515
税金の有効活用の面でも、数少ない県立図書館の整備よりも、身近な市町村立図書館に補助を充
実した方が良いと思います。 

516
昔は川越にも県立図書館があり、市立より近くてよく利用していました 。
復活望みます。

517
昔川越の図書館を利用していました。現在専門毎に3つの図書館に分散され、遠い場合都内に出
た方が便利になりました。学習する場所を縮小する方向にあるのは間違いだと思います。是非増や
して欲しいし、活気のある県立図書館を切に希望します。

518 絶版になった書籍や古い書籍が何らかの形で見られると助かる。
519 専任の司書を採用育成するのではなく、民間の本屋さんに業務を委託して欲しい。
520 専門書がどこにあるかネット上で公開してほしい。

521

専門性と広域性のジャンルを持った施設。近くはないので、立地を含め、利便性、マルチメディアと
の融合、地域の図書館との連携が必要。近くの県民しか利用出来ないのは、公平ではない。高齢者
の休憩所になっている！  
地域で、文化的教育格差がおきている。

522 専門性の高い情報にオンラインでアクセスしやすいしくみを作り、なおかつよく周知すること。

523
川越の県立図書館はとても便利に利用していました。なくなってしまって、今でも寂しいです。川越
からは県立図書館が遠くなってしまったので、あまり利用できないだろうと思います。

524 川越や所沢付近にも県立図書館が必要だと思います。
525 川越市に県立図書館をつくってほしい。

526

前は職場が近くにあったので昼休みに本を借りに行きましたが、他市に住むようになるとなかなか
図書館まで行きませんので、近くの市の図書館を利用するようになりますから　何か電子図書形式
にして、自宅に居ながらにしてタブレットやパソコンにダウンロードして読めるようなシステムにはな
らないでしょうか。

527
全般的に図書が古くて汚いものが多い。新刊書の取入れが少なく利用意欲が湧かない。 
埼玉は、東京に近いのに「江戸」や隣接地域関連の資料が少なく、古い。

528 早くコロナウイルスが終息して、安心して利用できる事
529 増やしてほしい。

530
蔵書がオンラインで閲覧できるようになるとありがたいです。 
開館時間中に行くことが難しいため、どこからでもアクセスできるといいです。

531 蔵書の拡大
532 蔵書の種類が少ない。
533 蔵書増やせば良い
534 存在すら知りませんでした。周知しては？
535 存在を知らせて、利用促進を図る。

536
他ではなかなか置いていない専門書などを置いていただきたい。今回もその目的で、さいたま市立
図書館にない専門書（翻訳）を閲覧できました。感謝しております。

537

他県にて市立図書館の司書として勤めた事があります。当時はその県の県立図書館に相互貸借制
度で大変お世話になったほか、利用者としても貸出でよく足を運びました。 埼玉県については、立
地の関係か、県立図書館の存在感が弱く、これまではあまり親しみを覚える機会がありませんでし
た。もう少しよく知ることができたら、と個人的には思っています。 

538
他人が閲覧した本を家に持ち込むことが苦手ですし、近くに図書館がないので利用することがあり
ません。 
デジタルで居住地も時間を気にせず閲覧できたら利用しやすくなります。

539
多く貸し出されたり読まれたりして劣化した本類はどうしているのでしょう。 
格安で販売ってしてるのでしょうか。

540 貸出期限を守らない場合のペナルティが必要だと思う。

541

大宮図書館など新しく再建された場所は使いやすいが、作られてから何十年もたっている図書館
は何となく入りずらい気がします。 
どんどん内装も外装もきれいにしていただければ多くの人が利用しやすくなるのではないでしょう
か。

542
大阪市に安藤忠雄さんが寄贈された子ども図書館がありますがこのような子どもだけでなく大人も
楽しめる県立図書館があればと思います。

543
大変ですが、多種多様な資料の長期保存が文化や民俗資料になると思いますので配慮頂ければと
思います。

544
単なる本の貸し借りではなく、情報の扱い方や、必要とする情報の検索サービスを充実させて欲し
い。

545 探しやすい。見つけやすい。  これに尽きるかと思います。  よろしくお願い致します。 
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546
地域に関する資料については、インターネットなどではまだまだカバーしきれない分野だと思います
し、地域の公的機関でしか収集、保存等していけない重要なものだと思っています。古い資料や
バックナンバーなど、二度と手に入らないものも多いと思います。どうぞ力を入れてください。

547 地域の史料をデジタイズしてWebで公開してほしい。

548
地域の図書館とは違った高級、高額図書を準備してあるとか印刷でなく電子データがあるとかの差
別化してないと交通費使ってまで利用しようとは思いません。

549 地域の図書館のサポート。
550 地域へのきめ細かい情報提供

551

地域より他の地域への貸し出しが出来ないことがあります。地元の図書館から本とCDを借りようと
したら貸し出し地域でないと断られました。わが市にもない本があり見たかった。埼玉県内だったら
借りられ自分の地域から返す制度があったらいいと思います。またはコピー提供してほしい。なか
なか自分の図書館でないものを他の地域から借りるのは大変で時間がかかったり貸し出し不可の
ことが多いです。本を買わないで調べたいことが得られればいいと思います。特に専門分野の本は
高いので助かります！

552
地方に住んでいるので利用する機会がほとんどないですが、仕事をしているときは利用しました。
現在は特に要望はありません。

553
中古で買える本の閲覧より、自習室の機能を重視し、ビルや部屋を借りるなどして県中に増やして
欲しい。

554

駐車場をもっと充実させてほしいです。 
数もそうですが幅もゆったりとって欲しいです。 
場所によっては幅が狭くてドアの開閉で隣の車にぶつけられないかと思います。 
また、その逆もしかりです。

555 駐車場料金は取らないで欲しい。

556
著作権の問題が難しいのだとは思いますが、インターネットで図書館の本が見れると使い易いで
す。ネットで調べるのが一番楽で、図書館に行こうと考えることがないです。学会の物とか、結局取
り寄せだったりすると、直ぐに見られないので、行っても無駄足になったりします。

557
調べたり、本を読むだけでなく、ワーキングスペースや子供のコニュニケーションの場所としての施
設を充実させてもらいたいです。

558
直木賞作家北村薫、鉄道に関する著述が多く鉄道博物館誘致に尽力した経済史家老川慶喜の講
演会開催・著作の提供拡充。 
お２人とも埼玉県出身です。

559
通いやすいかどうかで近くの図書館にしか行かないが、昔はここぞという時に国会図書館に行って
いたので、県立図書館もやはりいざという時に頼りになる蔵書や資料があったり、改装するならば
わざわざ行ってみたくなる居心地や便利さを追求してほしい。

560
通勤の都合もあり、県立・市立図書館には行けません。都内の図書館をよく利用しています。県外
図書館への貸し出し制度があれば有りがたいです。

561
通読などが必要な書籍は，ほぼ専門書や専門文献であるので図書館での蔵書には向かないと考え
る。そのような書籍は，自己でそろえる必要があるので，図書館の一般的な利用はしないと思う。

562 定期的に大人向けの講座があるといいと思います。 

563
電子書籍にはない本の素晴らしさをアピールして欲しい。そのために行う活動を幅広く周知する事
や、図書館活用の具体的な方法を今までとは違った視点でアピールする。 
SNSを使うなどをして、若者の興味を向けて欲しいと思います。

564 電子書籍化の推進

565
電子書籍化を希望します、貸し出し数も増やしてほしい。新規（カード作成）登録もデジタル化して
通う手間をなくしたいです。

566 電子図書、各地域に整備の促進を希望、ご指導お願い致します。

567
電車に乗って行くとなると、よっぽどでないと行かないので近くの図書館で済ましています。が、そこ
で希望の本は市内の図書館から取り寄せてくれるので、間に合っているかなと思います。県立図書
館から出来れば良いのですが。

568
徒歩圏に市立図書館があるのでそちらしか利用していませんが 在庫書籍数が少なく(特に専門書)
不便を感じているので県立図書館 の利便性(書籍検索、借りやすさ等)が高いのであれば是非利用
して みたいと思います。

569
東京で仕事をしていたので、当時は日比谷図書館や広尾の中央図書館には行っていました。退職
後はインターネットで調べる機会が多いので、資料などはインターネットで閲覧できるとありがたい
です。 

570
東京都には漫画本を置いてある図書館があるそうです。私が借りるのは主に重くない文庫本です
が、漫画本も読みたいなと思います。文庫本と漫画本たくさん置いてある図書館が近くにあったら
夢のようです。

571
当日の新聞やインターネットなど、容易に入手できるものではなく、専門書や絶版の小説など、他で
は見ることのできないものを置いて欲しい。

572 特にありません遠いですから

573
特に県庁や市町村の行政資料が、全て取り揃えていて、市民が閲覧できると良い。ネットで予約受
付をして、図書館訪問時にすぐ閲覧ができると便利。
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574
読みたい手芸雑誌があったが予算の都合で購入できないと言われたので通わなくなった 。
新しい物は待つのが長いのでもういいかなと思った 。
毎日ずっといる人がいてなんだか怖い。

575

読みたい本を買おうとしたら、絶版で高額になってる場合があるときは図書館で借りようと思うけ
ど、図書館にも無かったりする。コロナのような事がまたあるかもしれないし、デジタル化を進めて
ほしい。著作権とかあれば、安く閲覧できるような工夫とかもしてほしい。私の市の図書館は、なぜ
か行きにくいし少し汚いので行きたいと思えない。本の劣化を考えると是非デジタル化を。

576
読書しない人にも本と触れ合える場を提供して欲しい。読書の楽しさを広めて欲しい。特に子供の
頃からファンに取り込んで欲しい。

577 南部地域に図書館と博物館の併設
578 難しいのはわかっていますが、駅でも本を返却できたら良いのにと思います。
579 日本を代表する英字新聞を2紙以上扱ってほしい。

580

年齢のせいか、デジタル化資料からの知識の習得が不得手である。どうしても、ハードコピーされた
資料からの認識が主となる。現在市の図書館には近距離で行けるので、本を見て理解できる。現
在、県立の図書館は3か所である。当初は不便と感じたが、現在のＩＴ化を利用して、3か所の蔵書
を総てデジタル化して、それを各図書館、又先々は各自の手元の機器により自宅でも情報を入手
できれば良いと考える。

581
年齢的にも中に入っての利用よりも、図書館内外でのお茶飲みなどの利用がしたい。外国（欧州）
の建物が立派な所でのものを夢見ている。

582
納税者の公平化を図る意味で、図書等のデジタル化を推進し、いつでもどこでも閲覧できるように
することが重要だと思います。 

583 納得いくまで時間を使うことができるので、楽しみに利用しようと思っています。
584 費用対効果を県内の図書館別に公表し県民の意見を聞く足掛かりにする。

585
敷居が高い 。
何のためにあるのかわからないくらい、なじみがない。

586
普段はあまり図書館に足を運んでいませんが、コロナ禍の中、リモートワークが増え 図書館で仕事
ができたら快適そうだなと考えています。仕事中にも気になる本が見られる環境があれば助かりま
す 。

587
普段は近所の図書館を利用していますが、コロナ禍で利用制限が厳しく、最近は行かなくなりまし
た。 

588
普段は市立図書館をよく利用しています。 
県立図書館も利用したいのですが遠いので、県東部にも県立図書館が出来たらいいなと思ってい
ます！

589
普段図書館を使う程モノを調べないので、本屋で買ってしまうことが多いですが、文献を探すには
必要だと思うので、維持は必要だと思っております。

590
普段利用する図書館は自分の生活圏の中に限られ、県立図書館を利用する機会がありません。で
すが、利用している図書館では所蔵がない本を県内の図書館から取寄せていただいて利用するこ
とがあります。さらに専門的な本も大学図書館などからも借りられるようになると嬉しいです。

591
文化や教養は次世代への貴重な財産。図書館がそれらの普及や啓発に果たす役割は大きいと思
います。引き続き行政の支援をお願いします。

592 文書館との連携を希望します。
593 返却ポストが通勤途中にあるといいです。
594 報道の中立性を求めた媒体を広めて欲しいです。
595 本、資料の充実
596 本がないと生きていけません。これからも引き続きの図書館活動　よろしくお願いします。

597
本そのものを大量に保管することは無理があるかと思います。本のデジタル化など進めてほしいと
思います。

598 本を消毒してほしい（コロナ禍）なので

599

本を通じての学びの提供だけではなく、地域社会のコミュニティ形成、情報伝達、社会インフラまで
概念を広げて、県民が自立した人生を送れるようなサポートを市町村図書館も巻き込みながらして
ほしい。市民が成長すれば、税収として還元されることを図書館の１つの役割として意識してほし
い。

600 本館をさいたま市につくってください。

601
毎日決まった人間だけが行く場所ではなく、広く様々な人が利用できる施設にしてほしい。 
インターネットで利用できるようにしてほしい。これからの時代は必須。

602 又訪れたいと思っています。
603 民間や学校、市町村立の図書館と違う特色を打ち出すことで魅力が大きくなると思います。

604
民俗学調査を学生時代にしていたので、資料集成や地域の民話にまつわる資料、個人誌について
は地域の図書館が一通り揃えていてほしいです。 
また、習俗資料集成や辞典などの基本的な調査資料についても同様にあると大変助かります。

605 無休無料
606 郵送で借りられたら便利です。
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607

幼い頃から市町の図書館を利用しています。成長毎に楽しめる場所です。小説など夢中になる資
料があります。図書館は利用者が自分の世界に静かに没頭できる場所です。　行くのはワクワクし
ます。 子どものスペースも要ります。図書館のルールを覚えて本に親しむにはいい環境です。  いま
は、コロナ禍に貸し出し本からの感染が心配でかりられません。

608 様々な美術展や歴史資料展など、気軽に楽しめる展覧会の企画があったら…と思います。

609

様々な本との出会いは人生を豊かにしてくれると思います。 
ネットはネットで便利ですが、本にはネットにはない深い世界があると思っています。 
色々な専門書や高価な本など身近に借りれる図書館があるのはとても嬉しい事です。 
友人が漫画ではありますが、手塚治虫や白土三平、横山光輝など著名な漫画家の 作品をほとんど
しっているのに驚きました。全て地元の図書館で借りて読んだ ということで素晴らしい事だと感じま
した。 
ネットの世界がすすむからこそ本の世界を大切にしたいと思います。 

610 利用しやすい環境を整えてください。
611 利用しやすい図書館を目指して、本や情報の提供の整備をしていってもらいたい。
612 利用時間が長いと使い勝手がよいと思います。
613 立地は重要な気がします。
614 老朽化を、何とか、して欲しいです。
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