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はじめに 

 

これまでの公立図書館は、本や雑誌などの貸出しを通じて住民の教養を高め

娯楽に資することを目的に、読書活動の推進に努めてきた。 

しかし、社会全体の情報化など環境の変化が進み、個人や地域が様々な課題

を抱えるようになった今日、図書館資料全体を効果的に活用し、住民の調査研

究や地域の課題解決を支援する機能の充実が求められるなど、公立図書館に期

待される役割は大きく変化している。 

平成 18年 3月、文部科学省の協力者会議が報告した『これからの図書館像～

地域を支える情報拠点をめざして』の中で、広域図書館としての都道府県立図

書館については、「調査研究機能を活用して、市町村立図書館や地域の大学と連

携協力し、図書館の新しいサービスやサービスの評価方法の調査・研究開発に

努めることが求められる」と、その役割が指摘されている。 

 こうした中、県立図書館を真に県民の役に立つ図書館に改革するため、具体

的な取組方策を検討する「県立図書館ライフチャンスライブラリー化基本計画

策定委員会」が設置された。 
 委員会では、市町村立図書館との役割分担を一層明確にした上で、課題対応

型図書館への転換と、県内図書館ネットワーク及びセンター機能の充実を柱と

して、県立図書館のライフチャンスライブラリー化（「県民の課題をチャンスに

変える、県民に開かれた情報拠点」）をキーワードに、県立図書館改革のための

具体的な方策を検討してきた。 

 このたび検討結果を提言として取りまとめたので報告する。 
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第１章 県立図書館の現状と課題 

 

１ 県立図書館の現状 

（１）県立図書館の変遷 

ア 4館体制 

埼玉県立図書館は、昭和 35年に浦和に 1館目が設置され、昭和 45年

に熊谷図書館（熊谷図書館の設置により、最初の図書館は浦和図書館と

改称する。）、昭和 50年に川越図書館、昭和 55年に久喜図書館が設置さ

れた。 

以後、4館が東西南北の地域ごとに分担し、図書の貸出しなど、県民に

対する直接サービスを行うとともに、図書館未整備地域に対して移動図

書館車を運行するなどの読書支援活動を行ってきた。 

イ 3館体制 

その後、県内市町村立図書館（以下、「市町村立図書館」という。）の

設置率が 80％に達したことなどを踏まえ、平成 14年度末に川越図書館の

廃止を含む再編を行い、4館を 3館に統合した。3館は平成 15年度から、

拠点機能と資料を分担する分野別図書館となり、3館で 1館の機能を果た

す図書館として、現在に至っている。 

 
 

 
 
 

浦和図書館 

 

〔拠点機能〕 

企画、システム管理

資料収集・整理 

 
〔資料分担分野〕 

社会科学、産業 

地域・行政資料 

 

久喜図書館 

 

熊谷図書館 

 

〔拠点機能〕 

図書館協力、図書館振興

視聴覚サービス 

 
〔資料分担分野〕 

歴史、哲学 

海外（外国語）資料 

 

〔拠点機能〕 

子ども読書推進 

障害者サービス 

 
〔資料分担分野〕 

自然科学、技術 

芸術､文学､児童書 
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（２）資料の収集状況 

現在、浦和図書館、熊谷図書館及び久喜図書館（以下、3館を総称して「県

立図書館」という。）の年間の資料収集冊数は約 2万 5千冊で、購入のほか、

行政資料や団体の出版物などを寄贈資料として受け入れている。市町村立

図書館が小説・実用書を始めとする一般書を中心に住民ニーズにこたえて

いる現状を踏まえ、県立図書館は、市町村立図書館では収集が困難な専門

書の収集に重点を置いている。 
平成 19年度末現在の蔵書数は、浦和図書館が約 46万 5千冊、熊谷図書

館が約 43万 7千冊、久喜図書館が約 51万冊となっている。3館合わせた蔵

書数約141万冊は、東京都、大阪府に次いで、全国第3位である。 
 

（３）来館者、貸出し、レファレンスサービスの状況 

県立図書館の来館者数は、市町村立図書館が充実してきたことや、県立

図書館がインターネットを利用したサービスを導入したことなどにより、

平成 19年度には約 58万 1千人となっている。また、貸出冊数については、

市町村立図書館を通じた相互貸借の推進などのサービス展開を図ってきた

結果、平成 19年度は約 29万 7千冊で、来館者数とともに減少傾向にある。 
この間、県立図書館では、浦和図書館が社会科学と産業、熊谷図書館が歴

史と哲学、久喜図書館が科学と芸術というように、分担分野に基づくレファ

レンスサービス*1を行ってきた。 
県立図書館におけるレファレンス 
サービスの受付件数は、ここ4年程、 
約12万件前後で推移している。 

この数値は、大阪府、東京都に次 

いで、全国第3位である。 

 

（４）インターネットを利用した情報提供の状況 

インターネットの普及に伴い、県立図書館では、来館しなくても利用で

きるサービスとして、平成 16年度から、ホームページを通じた予約を開始

した。 

平成 19年度実績で見ると、ホームページを通じた予約の受付は 41,221

件と、来館による予約も含めた予約件数全体 76,702件の過半数を占める数

                                                   
*1 調査・研究を支援するため、図書館の資料等を使って、資料や情報を探す手伝いをするサービス。 
質問の解決に役立つ資料の紹介のほか、簡単に回答できるような事柄については、情報提供もする。 
大別して、「所蔵調査」と「事項調査」がある。受付方法には、来館・電話・FAX・文書等があるが、近
年ではメールを使ったレファレンスサービスも普及し始めている。 
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となっている。 
また、資料のデジタル化*2も進めてきた。現在までに、「秩父日記 渡辺

渉園／著 1853（序）」「武蔵国全図 菊池武辰／著 橋本玉蘭／画図 

1856」などの埼玉に関する貴重書を中心に、70点以上の画像をホームペー

ジ上に公開している。 
 

（５）市町村立図書館支援の状況 

県立図書館は、市町村立図書館を支援するとともに、県民が県内のどこ

に住んでいても、県立図書館等の資料を利用できるようにするため、熊谷

図書館を拠点として図書館資料を搬送する車を巡回している。 
平成 19年度は、市町村立図書館等を 9コースに分け、どの市町村にも週

1回巡回するように運行し、約 5万冊の県立図書館の資料が貸し出された。 

また、県内公立図書館等の蔵書を一度に検索できるシステムとして、平

成18年3月に、「横断検索システム*3」を導入した。 
横断検索システムには、現在、県立図書館のほか、市町村立図書館、県

立総合教育センター、さいたま文学館など、69の機関が参加している。 
 
（６）大学図書館との連携の状況 

県立図書館は、平成 17年 4月に埼玉大学図書館、平成 18年 4月に県立

大学情報センターとの間で協定を締結し、資料の相互貸借を開始した。 
平成 19年度は、両大学に合わせて 500冊を貸し出し、264冊を借り受け

た。 
 

（７）県立図書館に求められるサービス ～アンケート調査の結果から～ 

県民が県立図書館に求めるものは何かを具体的に把握するため、平成 20

年 7月 12日（土）、13日（日）及び 15日（火）の 3日間、県内 3か所の市

町立図書館の利用者を対象に、アンケート調査を実施した。 
総計 668人から回答を得たが、県立図書館を利用したことがある人とな

い人を含め、県立図書館に期待するものは次のようになっている。 
 

                                                   
*2 所蔵資料を、パソコン等で表示できる高精細画像のデジタルデータに変換すること。 
貴重資料や劣化対策が必要な資料も、インターネット等を通じて閲覧・利用に供することが可能になり、

同時に資料保護を図ることができる。資料本文を、パソコン等で利用できるテキストファイルなどのデ

ジタルデータに変換することを意味する場合もある。 
*3 市町村立図書館等がインターネット上に公開している蔵書目録（Web-OPAC）を、一回の手続きで連
続して横断的に検索することができるシステム。埼玉版は埼玉県立図書館が開発し、平成 18年 3月よ
り、インターネット上で広く一般の利用に供している。 
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（８）その他 

ア 「文字・活字文化振興法」の成立 

    平成 17年 7月、文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を

図るため、文字・活字文化振興法が成立した。 

    同法第 7条第 2項において、「国及び地方公共団体は、公立図書館が住

民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書の充実

等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の

整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講

ずるものとする」と、図書館整備の必要性について規定された。 

イ 『これからの図書館像』の公表 

    文部科学省内に設置された「これからの図書館の在り方検討協力者会

議」から、平成 18年 3月に、『これからの図書館像～地域を支える情報

拠点をめざして』と題する報告書が公表された。 

報告書では、「これからの図書館には、住民の読書を支援するだけでな

く、地域の課題解決に向けた取組に必要な資料や情報を提供し、住民が

日常生活をおくる上での問題解決に必要な資料や情報を提供するなど、

地域や住民の課題解決を支援する機能の充実が求められる」と述べてい

る。 
また、「都道府県教育委員会は、本提言で示している図書館の新しい在

り方の実現に向けて、都道府県の図書館政策の指針を示すとともに、そ

の実現に向けて主体的に先導することが望まれる。都道府県立図書館は、

調査・研究機能を活用して、市町村立図書館や地域の大学と連携協力し、

図書館の新しいサービスやサービスの評価方法の調査・研究開発に努め

ることが求められる。また、市町村立図書館への支援や、公立図書館間

や館種の異なる図書館間で連携の中心となること、域内の図書館職員へ

専門分野の217

電子的な資料 195
自宅などからの193

大学や高校105

本や雑誌の75

その他 73

県 立 図 書 館 に 望 む も の は 何 で すか ？

0 50 100 150 200 250

専門 分 野 の 本 や 雑 誌 の 充 実

自 宅 な ど から の 情報 の 入 手

電 子 的 な 資 料 の 充 実

本 や 雑 誌の 早 い 取 り寄 せ

そ の他

大 学 や高 校 の 図 書 館 の本 の 利 用
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の研修プログラムの開発・実施等に努めることが求められる」と述べ、

都道府県の役割を明らかにしている。 

ウ 「図書館法」の一部改正 

    平成 20年 6月、社会教育法等の一部を改正する法律の施行により、図

書館法の一部改正が行われた。 

この改正により、図書館法第 3条第 1号の「図書館資料」の中に、新

たに、「電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。）が盛り込まれたほ

か、第 7条第 1項で、「文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書

及び司書補に対し、その資質向上のために必要な研修を行うよう努める

ものとする」ことが規定された。 

エ 「埼玉県教育振興基本計画」の策定 

    平成 21年 1月、教育基本法に基づく教育振興基本計画として、平成

21年度から 25年度までの 5年間を計画期間とする「生きる力と絆の埼

玉教育プラン」が策定された。 

同計画は、「生きる力を育て絆を深める埼玉教育」を基本理念に、今後

取り組むべき教育行政の5つの基本目標を掲げている。 

県立図書館については、基本目標Ⅴ「生涯学習とスポーツの振興」に

位置づけられた施策「生涯を通じた多様な学習活動の振興」の中で、県

立図書館のライフチャンスライブラリー化の推進が主な取組の一つに挙

げられている。 

 

 

２ 県立図書館の課題 

（１）情報取得のワンストップ化や電子情報の充実によるハイブリッド化 

の推進 

ア 情報取得のワンストップ化の推進 

    現在の県立図書館は、3館が資料を分担する分野別図書館であり、社会

科学や自然科学などの学問分野別に、3館に資料を分散して公開している。  

このため、特定の学問分野に収まらなかったり、複数の分野にまたが

る調べごとをしている人は、１か所で必要とするすべての事項の調査が

できないことが多い。 

例えば、環境問題を広く調べている人は、ゴミ問題は浦和図書館、大

気汚染は久喜図書館というように、１館での調査にとどまらず、他の図

書館まで足を運ばなければならない。 
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このような調査に対応した資料や情報を的確に提供するため、学問分

野に基づく蔵書配置を見直すとともに、1か所で必要な情報のすべてが取

得できるワンストップ化の推進が課題となっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 電子情報の充実によるハイブリッド化の推進 

近年、インターネットを通じて様々な情報が流通し、電子書籍やオン

ラインデータベースなどの電子出版市場が急成長するなど、電子媒体に

よる情報の増加にはめざましいものがある。 

県立図書館では、図書館業務のコンピュータ化をはじめ、インターネ

ット利用端末の設置、オンラインデータベースの提供（3館で 9種類）、

ホームページ上での各種サービスの提供（蔵書検索・予約、メールレフ

ァレンス、各種リンク集）などを実施しているが、本章の 1(7)のアンケ

ート調査結果に見られるとおり、「電子的な資料の充実」や「自宅などか

らの情報の入手」を求める声は一層高くなっている。 

このような電子媒体による情報の増加や、 

電子情報の充実を求める県民ニーズにこた 

えるため、これまでの紙媒体中心の情報提 

供から、紙媒体と電子媒体を効果的に組み 

合わせて提供する「ハイブリッド化」への 

転換が課題となっている。 

 

（２）図書館ネットワークの充実と情報取得におけるセンター機能の拡充 

  ア 図書館ネットワークの充実 

埼玉県の市町村立図書館設置率は 92.9％で、全国第 6位の高い水準に

ある。しかし、蔵書冊数や貸出冊数などの指標に見られるように、図書

館が設置されていない 5つの町を含め、市町村間での図書館サービスの

浦和図書館 

社会科学、産業 

地域・行政資料 

久喜図書館 

自然科学、技術 

ゴミ問題    大気汚染 

環境問題の調査   
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充実度には差がある。 

例えば、蔵書冊数で見ると、市内 23館の合計で 300万冊を超えるさい

たま市を筆頭に、50万冊以上の市が 12ある一方、10万冊に満たない町

村が17ある。 

今後は、このような市町村間での図書館サービスの充実度の違いを踏

まえるとともに、本章 1(8)イで取り上げた『これからの図書館像』に示

された視点などを参考にしながら、埼玉における県立図書館と市町村立

図書館との新たな協力関係を築いていくことが課題である。 

その上で、県民がどこに住んでいても多様な図書館資料を格差なく利

用できるようにするため、図書館ネットワークの一層の充実を図る必要

がある。 

図書館ネットワークを充実するには、県民が利用できる資料の範囲を

拡大し、市町村立図書館にとどまらず、学校図書館との相互貸借を推進

する必要がある。現在は埼玉大学図書館及び県立大学情報センターの 2

つの大学図書館に限られている相互貸借の範囲を拡大し、今後は私立大

学や高校の図書館の蔵書を利用できるようにすることが課題である。 

また、相互貸借資料を効果的に活用するため、現在の、定期的に運行

する車のルートを使い市町村立図書館等へ資料が届くまでに 1週間程度

を必要とする搬送期間を短縮することも、課題である。 

イ 情報取得におけるセンター機能の拡充 

    現在の県立図書館は、資料の分担とは別に、3館に拠点機能を持たせ、

久喜図書館の子ども読書推進や熊谷図書館の在住外国人支援など、全県

を対象とするサービスに取り組んでいる。 
今後は、市町村立図書館と協力し、市町村立図書館では十分な提供が

困難な調査研究機能を強化するとともに、市町村立図書館間で充実の度

合いに差があるサービスについて、市町村立図書館を支援するセンター

機能を強化していくことが課題である。 
 

（３）施設・設備の改善、蔵書管理の自動化などによる効率化の推進 

ア 施設・設備の改善による効率化の推進 

県立図書館3館の施設・設備の老朽化をめぐる問題は深刻である。 

老朽化について、まず耐震性能状況でみると、熊谷図書館を除く 2館

は、ランクⅡの「耐震性がやや劣る建築物」と診断されている。 

    ランクⅡは、震度 6強以上で、地域及び地盤の状況によってはかなり

の被害が想定される施設である。特に浦和図書館については築 50年近い
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ため、早急に耐震対策を講じることが課題である。 

    また、久喜図書館以外にエレベーターはなく、浦和図書館と熊谷図書

館では、車いすの利用者を職員が介助して上の階まで運び上げている現

状から、バリアフリー化も大きな課題である。 

さらに、施設の構造上、どの館も各階に窓口（貸出しや調査相談を行

うカウンター）を設置せざるをえないため、3館合わせて 10か所も置か

れている状況にある。これは、利用する県民にとって不便なだけでなく、

職員配置の面からも極めて非効率なことであり、施設を改善し、効率的

な窓口設置を実現することが課題となっている。 

イ 蔵書管理の自動化などによる効率化の推進 

県立図書館は現在、約 141万冊の蔵書についてバーコード*4による蔵書

管理を行っている。 

バーコードによる管理では、リアルタイムな蔵書情報の提供が難しい

こと、蔵書点検に時間がかかることなどから、県立図書館の蔵書に ICタ

グ*5を貼付し、蔵書管理の効率化を図ることが課題である。 

ICタグによる蔵書管理は、今回の基本計画の策定に当たり調査を委託

した生活構造研究所から、蔵書点検のほか、無断持ち出しや不明本対策、

自動貸出機や自動書庫の導入にも効果があることが報告されている。 

書庫の収蔵スペースが年々狭隘化し、現在、どの館も収蔵能力の 90％

を超える事態を迎えていることから、書庫を効率的に活用できる自動書

庫システムの構築は大きな課題である。この点からも ICタグの導入は不

可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*4 一般的には、英字と数字の組み合わせによる情報を一定の規格で「すだれ模様」のラベルにしたもの。 
現在、コンピュータによる蔵書管理を導入したほぼすべての図書館において、バーコードを資料に貼付

し、資料や利用に関するデータとの関連付けを行うことで、貸出・返却、検索等の図書館業務に活用し

ている。 
*5 微小な集積回路（ＩＣ）に大量の情報を記憶できる電子的な荷札。情報は、対応する機器と微弱な電
波により瞬時に交信可能。図書館では、資料に添付し機器を整備することで、貸出・返却や蔵書点検、

不正持ち出しの防止などに従来のバーコードを超える利便性をもって活用できる。 

自
動
貸
出
機
（
川
口
市
立
中
央
図
書
館
） 

自
動
書
庫
（
さ
い
た
ま
市
立
中
央
図
書
館
） 
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第２章 県立図書館改革の基本的な考え方 

 

（１）県立図書館とライフチャンス 

ドイツの社会学者であるダーレンドルフは、移動や職業選択などの近代

的な個人の自由（これをダーレンドルフは「選択肢」と呼んでいる。）と、

地域との結びつきや連帯感（同じく「絆」と呼んでいる。）の 2つの要素か

ら成る「ライフチャンス」という概念を提唱している。 

   また、カナダの大学で図書館長を務めたバーゾールは、この概念を図書

館に取り入れ、『電子図書館の神話*6』という著作の中で 1章を割いて、図

書館とライフチャンスの関係を検討している。 

バーゾールによれば、図書館の役割は、個人の自由の増大と地域との結

びつきという、人々の持つ2つのニーズの架け橋になることである。 

言い換えれば、図書館はライフチャンスの実現を支援する場と考えられ

る。 

 

（２）県立図書館改革の方向性 

 県立図書館はこれまで、学問分野を基盤とするレファレンスサービスを

推進してきたが、今後は、第 1章 1(8)イの『これからの図書館像』に示さ

れたような、県民の課題解決に必要な資料や情報を提供する、課題対応型

のレファレンスサービスの強化・充実が求められている。 

このような課題対応型のレファレンスサービスを効果的に推進するには、

現在の学問分野に基づく蔵書配置を見直し、1か所で必要な資料がすべて取

得できるワンストップ化と、最新の課題に対応するための電子情報が充実

したハイブリッド化という2つの取組が欠かせない。 

また、すべての県民が等しく必要な資料や情報を取得できるよう、県内

の市町村立図書館や大学図書館などとの間で相互貸借を積極的に行うなど

幅広く連携し、県内図書館ネットワークの中核としての機能を高める取組

も重要である。 

こうした取組を進め、調べるための機能を徹底的に強化することにより、

県立図書館を、県内図書館ネットワークの中核としての機能が充実し、県

民がどこに住んでいても、一人一人の課題に対応した資料や情報を等しく

的確に提供し、社会生活上のチャンスの拡大を支援できる図書館（ライフ

チャンスライブラリー）に改革する必要がある。 

 

                                                   
*6 『電子図書館の神話』 ウィリアム・F.バーゾール著 根本彰ほか訳 勁草書房 1996.4 



 

 
11 

（３）県立図書館改革の3つの柱 

   （2）「県立図書館改革の方向性」を踏まえ、県立図書館のライフチャンス

ライブラリー化を進めるための改革の基本的な柱は次の3つである。 

 
ア 県民の課題に対応した資料及び情報を的確に提供できる図書館（課題

対応型図書館）への改革 

  県民の様々な課題に対応した資料や情報を迅速・的確に提供し、課題

の解決を支援する図書館へ改革する。 

  このため、資料の開架方法と収集方針の見直し、資料の収集・提供に

おけるハイブリッド化の推進、相談窓口の集約による情報入手のワンス

トップ化の推進に取り組む必要がある。 

イ 県内公立図書館ネットワークの中核としての機能が充実した図書館へ

の改革 

    県内のどこに住んでいても資料や情報の取得に格差を生じさせない、

県内図書館ネットワークの中核拠点としての機能が充実した図書館へ改

革する。 

    このため、大学及び高校図書館との相互貸借の拡充による公立図書館

ネットワークの充実、資料搬送における委託分野の拡充や宅配の導入に

よる配送スピードの改善、関係機関との連携の推進、調査研究機能の充

実による市町村立図書館支援に取り組む必要がある。 

ウ 最小の経費で最大の効果を上げる図書館への改革 

    効率化を図り、最小の経費で最大の効果を上げる図書館へ改革すると

ともに、県民ニーズを踏まえた県民に使いやすい図書館を実現する。 

    このため、施設の在り方、職員配置の在り方、開館日・開館時間の在

り方を検討する必要がある。 
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第３章 県立図書館改革の具体的な取組 

 

１ 県民の課題に対応した資料及び情報を的確に提供できる図書館へと 

改革するための具体的な取組 

 

（１）資料の開架方法と収集方針等の見直し 

ア 資料の開架方法の見直し 

 

 

 

 

 

 
    現在の県立図書館は、第 1章 2（1）アで述べたとおり、政治学や数学

などの学問分野別に資料を分散して開架しているため、様々な分野の資

料を横断的に閲覧する利用者にとっては不都合な状況にある。 
第 2章の県立図書館改革の 3つの柱のうち、県民の課題に対応した資

料及び情報を的確に提供できる図書館へ改革するためには、こうした図

書館側の都合による資料の開架方法を見直し、利用者本位の開架方法に

改める必要がある。 
現在、浦和図書館に「ビジネス支援コーナー」を設置し、利用者本位

の資料開架を一部採用しているが、コーナーに置かれた資料数やコーナ

ーに対応したレファレンスサービスなどは十分と言えない状況にある。 
今後は、全分野の新しい資料を 1か所に集約して横断的な利用に対応

できるようにするとともに、例えば「健康・医療」、「環境」などの社会

生活上の諸課題については、既成の学問分野にとらわれない資料開架を

行い、県立図書館が課題解決の総合的な入口となれるように改善する必

要がある。 
 

  イ 資料の収集方針等の見直し 

 

 

 

 

 

改革の具体的な取組 1 

 県立図書館は、課題解決の総合的な入口となれるよう、主な課題につい

てのコーナーを設置するなど、利用者本位の資料開架方式に改める必要が

ある。 

改革の具体的な取組 2 

 県立図書館は、電子媒体による情報も含め、県民の課題解決や地域の政

策立案のための資料収集に重点を置く必要がある。 
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（ア）県民の課題に対応した資料及び情報の収集 

現在の県立図書館は、市町村立図書館との役割分担を踏まえ、専門

書を中心に資料収集を行っているが、全分野に配慮しているため、お

おむね標準化した資料収集になっている。 
県民の課題に対応した資料及び情報を的確に提供できる図書館に改

革するためには、紙媒体資料についてのこのような資料収集方針を見

直し、例えば、ビジネスや環境などの標準化した収集では十分に対応

できない分野や、健康・医療などの県民の関心が高い分野の収集に重

点を置く必要がある。 
分野によっては、ビデオなどの視聴覚資料が有用な情報源となるケ

ースもある。視聴覚資料についても、県民の課題解決の視点から重点

的な収集を検討する必要がある。 
また、後述するハイブリッド化の推進を図るため、CD-ROMなどの電

子書籍やオンラインデータベースなど、電子媒体による情報を積極的

に収集する必要がある。 

（イ）地域の政策立案を支援するための資料及び情報の収集 

地域の政策立案を支援するための行政資料の収集は、県立図書館の

重要な役割である。 
現在の県立図書館は浦和図書館の中に埼玉資料室を設置しているが、

行政資料の収集が十分とは言えない状況にあることから、今後は図書

館資料としての行政資料の重要性を県庁の各部局にていねいに説明し

収集への協力を呼びかけていくとともに、例えば県庁内に収集のため

のポストを設置するなど、収集に協力しやすい仕組み作りを考える必

要がある。 
なお、例規集や統計情報などに見られるように行政情報は電子媒体

への転換の度合いが高いことから、収集もれがないよう、電子媒体に

よる情報収集にも積極的に取り組む必要がある。 
 

（２）資料の収集・提供におけるハイブリッド化の推進 

 

 

 

 

 

現在の県立図書館は、第 1章 2（1）イで述べたように様々な形で電子媒

改革の具体的な取組 3 

 県立図書館は、電子媒体による情報の収集・提供を積極的に進め、紙媒

体による情報と合わせたハイブリッド化を進める必要がある。 
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体による情報提供を行っているが、企業情報や行政情報などを中心に紙媒

体から電子媒体への転換が進む中、課題解決のための図書館資料としての

電子媒体の重要性は一層の高まりをみせている。 
また、今回の基本計画の策定に当たり調査を委託した生活構造研究所か

ら、国立国会図書館を中心として電子サービスの提供が急速に進んでいる

ことが報告されている。 
このような中、資料の収集・提供におけるハイブリッド化の推進は不可

欠であり、計画的な取組が必要である。具体的には、有料データベースの

提供、メールマガジンの発行、貴重資料のデジタル化、ウェブ情報の収集・

保存・提供を進める必要がある。 
ア 有料データベースの提供 

有料データベースは、インターネットを通じて無料で利用できる情報

とは異なり、利用するために費用がかかるほか、一定の操作技術を必要

とすることが多い。有料データベースは、県民が様々な課題を解決する

上で大変有用であるが、このように個人で利用するには負担が大きい電

子媒体と言える。 
このため、個人で利用するのは容易ではないが、今後の県立図書館は、

本章 1（1）アで取り上げた主な課題に対応する分野を中心に、利用が見

込まれるデータベースの提供を充実するとともに、操作方法の講習会を

開催するなど、県民への提供方法についても工夫する必要がある。 
イ メールマガジンの発行 

インターネットが普及する中、第 1章 1（7）のアンケートにあるとお

り、「自宅などからの情報入手」を求める県民ニーズが高まっている。 

自宅などからの情報入手のためのメールマガジンは、新着情報やイベン

ト情報など、提供する情報が多い県立図書館向きの情報提供手段である。 

特に、幅広い分野の新着情報を個人の関心や課題に応じて直接本人に

電子メールで知らせる SDIサービス*7は、県立図書館の専門書と利用者と

を結びつける新たな方法として、今後大きな効果が期待できる。 

ウ 貴重資料のデジタル化 
図書館資料をデジタル化し、インターネットを通じてどこからでもア

クセスできるようにする取組は、情報取得における地域間格差が改善で

きること、原資料の利用による破損や劣化が食い止められること、など

の点で大きな意義がある。 
                                                   
*7 SDIは Selective Dissemination of Informationの略で、選択的情報サービスなどと訳される。あら
かじめ登録されたテーマやキーワードに基づいて定期的に情報を検索し、関連する新着情報があったと

きに電子メールなどを通じて通知するサービス。 
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このため、国立国会図書館では、平成 14年 10月から、明治期以降の

国内刊行図書についてデジタル化し、ホームページを通じて提供する「近

代デジタルライブラリー」事業を開始した。 

現在、大正期の途中まで事業が進み、約 101,400タイトル（約 148,200

冊）のデジタル化が終わっている。 

今後の県立図書館は、このような国立国会図書館におけるデジタル化

事業の進捗状況や著作権法改正の動向を十分に注視しながら、国立国会

図書館など他の図書館では所蔵していない資料のデジタル化に計画的に

取り組み、県民の財産である貴重な原資料を劣化や紛失から守る必要が

ある。 
デジタル化に当たっては、県立図書館として引き続き紙媒体で保存・

提供すべき資料の範囲を明確にするなど、紙媒体と電子媒体が効率的に

共存するハイブリッド化の推進を図る必要がある。 
エ ウェブ情報の収集・保存・提供 

インターネット上の電子媒体情報（ウェブ情報）は、平均寿命が 44 日
と言われるほど短命であり、内容の改変や所在の変更なども頻繁に行わ

れている。これらの中には、インターネットでしか入手できない有用な

情報もあるため、国立国会図書館では、平成 18 年度から、公的なウェブ
サイトを中心に選択的に収集・蓄積する事業「WARP」を開始した。 
現時点では WARP の収集対象は限られており、収集頻度も低いことか

ら、有用なウェブ情報が十分に蓄積されているとは言えない状況にある。 
そこで、今後の県立図書館は、国立国会図書館とも連携しながら、特

に地域の課題解決に役立つ埼玉県関係のウェブ情報に焦点を当て、イン

ターネット上から消える前に収集・保存し、県民の課題解決を支援する

情報として提供する取組を進めていく必要がある。 
 
（３）相談窓口の集約による情報入手のワンストップ化の推進 

 

 

 

 

 

現在の県立図書館は、第 1章 2（1）アで述べたとおり、3館が資料を分

担する分野別図書館であるため、複数の館から資料を取り寄せる必要があ

ったり、同じく第 1章 2（3）アで述べたとおり、各館とも階ごとに窓口を

改革の具体的な取組 4 

 県立図書館は、窓口（カウンター）の集約化を検討し、1か所で必要な

情報が入手できるワンストップ化を進める必要がある。 
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設置せざるをえない施設構造であるため、合計で 10か所もの窓口から情報

を入手する状況となっている。 

窓口の在り方については、後述する 3（1）「施設・設備の見直し」と不可

分な事項であるが、複数の窓口を利用しなければならない状況は、県民の

情報拠点として迅速・的確に情報提供を行う観点からは極めて不都合な状

況と言わざるをえない。 

今後、施設の検討を行う場合には、検討事項の最優先課題の１つとして、

1か所で情報入手ができるワンストップ化を進める必要がある。 

なお、ワンストップ化に当たっては、資料の貸出し・返却カウンターと

相談窓口であるレファレンスカウンターの区別化を図ることにより、課題

解決のための相談窓口を集約化することが必要である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）関係機関との連携の強化 

 

 

 

 

 

県立図書館がだれにでも開かれた施設として、課題解決の総合的な入口

となる取組を進めるためには、様々な行政分野において県民を支援してい

る多くの機関との連携を推進する必要がある。 
県立図書館はこれまで、ホームページ上でリンク集を提供するなど、県

民の課題解決に有用な関係機関の紹介を行ってきたが、今後は、県立図書

館は課題解決の総合的な入口、関係機関は県立図書館の資料や情報だけで

は解決が困難なより専門的な課題への対応という協力関係を築き、県民に

対して迅速・的確な情報提供を行っていく必要がある。 

ワンストップ化の推進 

１つの窓口ですべての情報を入手 

改革の具体的な取組 5 

 県立図書館は、関係機関との連携を強化し、課題解決の総合的な入口と

なれるような機能を高める必要がある。 



 

 
17 

例えば、ビジネスに関する課題のうち、起業についてみれば、「創業・ベ

ンチャー支援センター」と協力し、県立図書館に来館した相談者にその場

で同センターの専門的な情報を提供できるような連絡体制を構築すること

や、県立図書館を会場にした起業者向けのデータベース講習会を共同で実

施するなどの取組が考えられる。 

 
 
２ 県内公立図書館ネットワークの中核図書館としての機能が充実した 

図書館へと改革するための具体的な取組 

 

（１）大学及び高校図書館との相互貸借の拡充による公立図書館ネットワ

ークの充実 

 

 

 

 

 

今後、社会全体の情報化が一層進むことが予想される中、各図書館が単

独で利用者のすべてのニーズにこたえることはますます困難になっていく。 
各自治体の図書館はネットワークを通じて相互に補完する必要があり、

その中で、県立図書館は県内図書館ネットワークの中核としての機能を果

たすことが期待されている。 
現在の県立図書館は、このような機能を果たすため、ほとんどの市町村

立図書館が参加する蔵書の横断検索システムの提供や図書館資料の相互貸

借の推進に努めているほか、市町村立図書館の求めに応じて図書館運営に

ついての助言なども行っている。 
また、第 1章 2（2）アで述べたとおり、埼玉大学図書館及び県立大学情

報センターとの間で資料の相互貸借を行っている。 
今後は、レファレンスサービスについての市町村立図書館との一層の連

携を図るほか、2つの大学図書館以外の学校図書館などとの相互貸借の推進

などによる資料提供の充実を図る必要がある。 
学校図書館のうち、大学図書館については、県内に 43ある私立大学との

相互貸借を段階的に推進し、各大学図書館が所蔵する学術的な専門書や外

国語図書などについて、県民が利用できる環境を整える必要がある。 
また、高校図書館については、県内に 215校あるすべての高校とのネッ

改革の具体的な取組 6 

 県立図書館は、大学及び高校図書館とのネットワークを構築し、資料提

供の充実や読書活動の支援を図る必要がある。 
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トワークを視野に、当面は県立高校との協力関係を早急に構築し、大学図

書館と同様、資料の相互貸借により県民が高校図書館の資料を利用できる

環境を整えるとともに、ネットワークを通じた高校における生徒の読書活

動の支援や、教育課程内やクラブ活動などでの専門書の提供、レファレン

スサービスなどの支援にも取り組む必要がある。 

 

（２）資料搬送における委託分野の拡充や宅配の導入による配送スピード 

の改善 

 

 

 

 

 

現在の県立図書館は、第 1章 1（5）で述べたとおり、県内の情報格差を

是正し、県民が身近な図書館で様々な資料を利用できるようにするため、

県立図書館などの資料を県内の市町村立図書館まで搬送する車を委託によ

り運行している。 
運行回数は各市町村の中心館に週 1回であり、決められた搬送ルートを

運行しているため、第 1章 1(7)「県立図書館に求められるサービス」で示

したような「本や雑誌の早い取り寄せ」を求める声に十分にこたえている

とは言えない状況にある。 
県立図書館が県内公立図書館ネットワークの中核としての機能を高め、

県民が必要とする資料を必要な場所で迅速に受け取れるようにするには、

分館や分室など中心館以外の身近な施設にも資料を届けることや、運行回

数を増やすなど、現行の資料搬送方式を見直し、改善を図る必要がある。 
見直しに際しては、より迅速な入手や自宅での受け取りを希望する人に

対する資料搬送の選択肢として、コンビニエンスストアの活用や個人宅配

の導入などについても、他の都道府県立図書館における取組を参考にしな

がら、研究する必要がある。 
 

（３）調査研究機能の強化による全県サービスの充実 

 

 

 

 

改革の具体的な取組 7 

 県立図書館は、資料搬送の仕組みを見直し、配送スピードの改善を図る

必要がある。 

改革の具体的な取組 8 

 県立図書館は、調査研究機能の強化により全県サービス（特に、子ども

読書支援、障害者サービス、海外資料サービス）の充実を図る必要がある。
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現在の県立図書館は、第 1 章の 2(2)イで述べたとおり、3館に拠点機能
を持たせ、全県的なサービスに取り組んでいる。 

今後の県立図書館は、県内公立図書館ネットワークの中核として、市町

村立図書館との役割分担を踏まえ、調査研究機能を基盤に、市町村立図書

館では十分な対応が困難な専門的な課題に対するレファレンスにおける協

力・支援など、全県を対象にしたサービスの一層の推進を図るとともに、

市町村立図書館間で充実の度合いに差がある取組について、市町村立図書

館を支援する機能を強化する必要がある。 
全県を対象にしたサービスとしては、レファレンス全般における協力・

支援のほか、例えば、子ども読書活動の支援がある。県立図書館は現在、

子ども読書支援センターを運営しているが、今後は、子どもの読書に関す

るレファレンスサービスの推進や、先進的な活動事例の研究紹介など、子

ども読書支援に関する調査研究機能の一層の強化が必要である。 
また、埼玉県子ども読書活動推進計画に基づき、県立図書館が、県内全

域で子どもの読書活動が活発に推進されるための環境整備や啓発・広報活

動の中心となることが期待される。 

障害者サービスや在住外国人サービスなど、市町村立図書館間で充実の

度合いに差があるサービスについては、情報取得における県民格差の是正

という視点が必要である。 

障害者サービスについては、県内における視覚障害者サービスの中心館

としての活動を強化し、デジタル録音資料の利用環境を整備するとともに、

知的障害者・聴覚障害者など様々な障害を持つ人々へのサービスの在り方

についての研究開発を行う必要がある。 

また、市町村における障害者サービスの充実に向けて、職員の研修やボ

ランティアの養成などにも取り組む必要がある。 

在住外国人に対するサービスについては、中国語、韓国・朝鮮語、ポル

トガル語などそれぞれの母国語に対応した言語資料の一層の充実を図るほ

か、市町村の職員を対象とした研修を通じてサービスの啓発を行ったり、

国際課など関係機関との協力による資料の紹介や広報の推進などにも努め

る必要がある。 
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３ 最小の経費で最大の効果を上げる図書館に改革するための具体的な 

取組 

 

（１）施設・設備の見直し 

 

 

 
 
 

本章の 1（1）から（3）までで述べたとおり、県立図書館を課題対応型図

書館へ改革するためには、資料開架方式の変更、電子媒体情報への対応、

窓口の集約化などの課題があり、現行の 3館のままでは十分な対応が困難

な状況にある。 
また、第 1章 2（3）ア「施設・設備の改善による効率化の推進」で述べ

たとおり、各館はそれぞれ耐震化、バリアフリー化、窓口を多く必要とす

る構造など、施設・設備上の多くの課題を抱えている。 
こうしたことを踏まえると、県立図書館のライフチャンスライブラリー

化を抜本的に行うには、拠点機能と資料を分担する分野別専門館である現

行の 3館を 1館に再編するなど、施設・設備の見直しを検討する時期に至

っていると考えられる。 
検討に当たっては、県民の課題に対応した全分野の新しい資料を開架す

るスペース、紙媒体と電子媒体をあわせて利用できる閲覧席などのほか、

効率的な収蔵が可能な自動書庫や県内各所に資料を配送するためのスペー

スの確保など、課題対応機能とネットワークの中核機能が十分に発揮でき

る施設・設備の抜本的な見直しが必要である。 

なお、設置場所の検討に当たっては、交通アクセスなどの利便性を考慮

するとともに、第 1章 2（2）アで述べた県内市町村立図書館の充実度や、

政令指定都市などの大規模市が設置する中央図書館との将来的な役割分担

などにも留意する必要がある。 
 
（２）職員配置の見直しと専門性の向上 

 

 

 

 

改革の具体的な取組 10 

 窓口の集約化や蔵書管理の自動化などにより職員配置の効率化を図る

とともに、研修を充実し司書の専門性の向上を図る必要がある。 

改革の具体的な取組 9 

 県立図書館のライフチャンスライブラリー化を抜本的に行うため、3館

を1館に再編するなど、施設・設備の見直しを検討する必要がある。 
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最小の経費で最大の効果を上げる県立図書館改革を進めるに当たっては、

施設・設備の在り方とともに、職員配置の在り方も見直す必要がある。 
本章の 1(3)で述べた窓口の集約化や、第１章の 2(3)イで述べた蔵書管理

の自動化などを踏まえながら、県民の課題に迅速に対応し、県民の求める

資料や情報を的確に提供できる職員を効率的に配置する必要がある。 
   また、このような人材を育成するため、計画的な研修を行い、司書の専

門性の向上を図る必要がある。人材の育成に当たっては、特に図書館経営

や情報サービス、電子的な技術などが修得できる研修への派遣を促進し、

質の高いサービスを提供できる課題解決支援司書の育成を図らなければな

らない。 
 

（３）開館日・開館時間の見直し 

 

   本章の 1及び 2で述べた具体的な改革の取組を行うためには、開館日や

開館時間の見直しを行う必要がある。 
 
 
現在、県立図書館の休館日は、毎週月曜日（その日が休日である場合を

除く）、毎月第 4金曜日（その日が休日である場合はその前日）、年末年始

（12月 29日から 1月 3日）のほか、蔵書点検のための特別整理期間（春秋

それぞれ7日以内）と定められている。 
平成 20年度の年間開館日数は約 290日と見込まれるなど、県立図書館で

は開館日の増加に向けた取組を進めているが、他県では年間 300日以上開

館している館が8館ある。 
県民が使いやすい図書館とするため、開館日数についてはさらに見直し

を図る必要がある。 
見直しの際には、蔵書点検期間の短縮など、最小の経費で最大の効果を

上げるという効率化の観点からの検討が欠かせない。この点で、ICタグ管

理への移行を計画的に進める必要がある。 
また、開館時間については現在、火曜日から金曜日の平日が、6月～9月

が午前 9時～午後 8時まで、10月～5月が午後 7時まで、土・日・祝日が、

午後5時まで（浦和図書館は午後 7時まで）となっている。 
様々な県民が利用しやすい図書館とするため、設置場所に応じた開館時

間の見直しを図る必要がある。 

改革の具体的な取組 11 

 県民が使いやすい図書館とするため、開館日の増加や開館時間の変更を

行う必要がある。 


