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図書館事業の概要 

 

Ⅰ 全体概況 

 埼玉県立図書館は、「県立社会教育施設再編

整備計画」（平成 14 年 10 月策定）に基づき、

平成 15 年度から、浦和・熊谷・久喜の 3 館が一

体となった分野別専門館として再出発した。 

平成 17 年 3 月に埼玉大学図書館と、平成 18

年 3 月に埼玉県立大学情報センターと相互協力

協定を締結し、県民が学術専門書を利用する機

会の拡大を図った。 

また、平成 17 年度には、県内 56 市町の公立

図書館のほか埼玉大学、埼玉県立大学、さいた

ま文学館、埼玉県立総合教育センター、及び埼

玉県立図書館の蔵書をまとめて検索できる「埼

玉県内公共図書館等横断検索システム」を構築

したほか、国立国会図書館総合目録ネットワー

クへの蔵書データの提供などを通じて、図書館

間資料相互貸借の活性化に努めた。 

今年度は、懸案であった「埼玉県立図書館サ

ービス評価指標」（重点指標 5 項目、基礎指標

10 項目）の数値目標を設定するとともに、広く

公表することにより、県民に開かれた図書館運

営を基盤とした利用者サービスのより一層の向

上を図っていく。 

 

 

Ⅱ 浦和図書館 

 浦和図書館は、県南部・西部地域における公

共図書館ネットワークの拠点として市町立図書

館を支援、協力するとともに、社会科学・産業

分野及び地域・行政資料の専門館として、県民

の生涯学習ニーズにこたえられるよう、広域的

で多様な活動を展開している。 

１ 利用者サービス 

(１)レファレンスサービス・貸出閲覧 

ア レファレンスサービス 

 レファレンスサービスは、県立図書館サービ

スの大きな柱である。当館においては、従来か

らの活字資料（各種図書資料、新聞・雑誌等）

に加え、CD-ROM・インターネット等の電子情報

も活用し、来館者はもとより、電話や FAX によ

る個人からの調査依頼、また他の図書館からの

相談にも応じている。 

平成 15 年度からは、電子メールを利用した

調査依頼にも対応可能となり、より一層利便性

の向上が図られた。さらに、所蔵資料等の情報

提供についても、県立図書館コンピュータシス

テムの導入、利用者用蔵書検索パソコンの増設、

インターネット上への所蔵情報公開などの環境

も整備し、利用者サービスの大幅な改善に努め

ている。これらにより、当館の担当分野に関す

る専門性の高いサービスの提供を目指すととも

に、他の 2 館と協力して「埼玉の類縁機関案内」

「レファレンス事例集」「埼玉関係雑誌記事索

引」等各種ツールの作成を継続して行っている。 

また、平成 16 年度に引き続き「埼玉新聞記

事索引データベース」を作成し、レファレンス

等に活用している。さらに、電子図書館化の推

進を図るため、埼玉関係の貴重資料 62 点及び

「埼玉県写真帖」をデジタル画像化し、うち貴

重資料 52 点を県立図書館のホームページ上で、

埼玉県写真帖を「ふるさと埼玉ものしり事典」

サイトで、それぞれ公開している。 

イ 貸出閲覧 

当館は「社会科学と産業分野」の専門館とし

て、より専門性の高いサービスの提供を目指し

ている。映像・音声等の視聴覚資料に関するサ

ービスは熊谷図書館が中心であるが、当館でも

視聴覚資料の配置場所を利用者の目につきやす

い位置に変更するなど、利用環境の改善を図っ

ている。 

また、埼玉大学図書館との相互協力が始まっ

たことにより、同大学図書館の蔵書 75 万冊の利

用が可能になり、県民の要望をより一層受け入

れやすくなった。 

ウ インターネット利用サービス 

 図書館が用意するパソコンを使ってインター

ネットを利用したいとの要望にこたえるため、

利用者自身が操作可能なパソコン 6 台を備え、

インターネット利用サービスを提供している。 

(２)ビジネス情報サービス 

 ビジネス情報を求める県民はもとより、創

業・起業を目指している県民に対し、所蔵資
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料や外部データベースにより情報提供を行

っている。また、各機関が発行する創業・起

業に関する講座や相談会などの情報を収集

し、「ビジネス情報コーナー」に配置し提供

している。 

(３)地域・行政資料サービス 

 当館は、埼玉県立図書館の中でも最も歴史が

あり、地域・行政関係資料の豊富な蓄積がある。

これらの蓄積を背景に、県民への資料提供を行

うとともに、新たなニーズにこたえるため、県

職員をはじめとする自治体職員の政策立案を支

援するサービスコーナーを設置して、資料の整

備と広報に努めている。 

(４)対面朗読サービス 

 障害者サービスの中心館である久喜図書館と

連携し、当館では対面朗読サービスを積極的に

実施するとともに、市町村等の障害者サービス

を支援する活動などを行っている。 

(５)児童へのサービス 

 当館では、児童サービスの中心館である久喜

図書館と連携し、資料の貸出、リクエストサー

ビス等を実施し、また、定例のおはなし会等を

開催している。 

(６)映画会 

 県立図書館が生涯学習の場であることを広く

県民に理解してもらうとともに、図書館利用の

促進を図るために、定例的な映画会を開催して

いる。 

２ 図書館資料 

(１)資料の収集・整理  

 平成 9 年度から資料収集と書誌データ整備の

業務を浦和図書館に一元化して実施してきた。

平成 15 年度からは、分野別専門館体制の基盤を

整備し、分担分野の資料の充実を図るため、よ

り効率的な資料収集に努めている。 

 また、県立図書館コンピュータシステムの導

入により、資料の発注から受入・整理にいたる

過程をシステム上で管理する一方、引き続き現

物選定方式を採用することで、利用者への迅速

な資料提供に努めている。 

(２)蔵書状況 

当館は、社会科学・産業分野及び地域・行政

資料の専門館として、これらの分野を中心とす

る図書資料約 46 万冊と関係分野の新聞・雑誌、

その他視聴覚資料（ビデオテープ・CD 等）や

CD-ROM などの電子資料を所蔵している。 

３ 図書館間協力 

(１)協力業務 

 県立図書館の県域サービスの中核を担う協力

車の運行について、当館では、平成 18 年度、県

南部・西部地域の 21 市町 23 施設を週 1 回 3 コ

ースで巡回している。 

(２)埼玉県図書館協会・読書推進運動協議会  
 埼玉県図書館協会の事務局として、市町村立

図書館はもとより、県内大学図書館や高校図書

館との連携も図り、館種を超えた本県図書館サ

ービスの振興に努めている。また、参考調査及

び郷土資料専門委員会の事務局として、専門委

員と連携して研修会を運営している。  
 また、埼玉県読書推進運動協議会事務局とし

て全国組織との連絡・調整を図っている。 

４ 広聴、広報 

 3 館全体の広報紙である「さいたまけんりつ

図書館だより」や、浦和図書館独自の広報紙で

ある「調（しらべ）」を発行するほか、県立図

書館のホームページを通じて迅速・的確な情報

発信を図り、県民の期待にこたえられる広報活

動の推進に努めている。 

 また、館内 4 か所に「みんなの声」（投書箱）

を設置して県民の要望・意見を聴取するととも

に、迅速な回答に努めている。 

５ 県立図書館コンピュータシステム 

 平成 15 年 3 月から、貸出・返却、予約等を含

めた本格的な図書館システムを導入したことに

より、県立図書館 3 館一体の資料管理が実現し、

137 万冊を超える図書資料の迅速・確実な提供

が可能になった。 

 さらに、インターネットを活用した蔵書検索

のほか、電子メールによるレファレンスの受付

及び回答、インターネットによる貸出予約の実

施などを通じて、一層のサービス向上に努めて

いる。平成 18 年 3 月からは「埼玉県内公共図書

館等横断検索システム」の運用も開始した。 

 また、システム管理を適切に行うことにより、

図書館利用者の個人情報の保護に万全を期すよ

う努めている。 
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Ⅲ 熊谷図書館 

熊谷図書館は、「歴史と哲学の図書館」とし

て、人文科学分野（総記、哲学、歴史）の専門

館として機能するとともに、海外資料サービス

の中心館、視聴覚資料の団体利用の窓口をつと

め、県民の生涯学習ニーズにこたえられるよう、

広域的で多様な活動を展開している。 

また、県内図書館の相互協力(物流ネットワ

ーク)の中心館としての役割を担うとともに、県

北部・西部地域の公共図書館ネットワークの拠

点として市町村立図書館を支援、協力している。 
１ 利用者サービス 

（１）レファレンスサービス・貸出閲覧 

  ※以下、（ ）内の数字は前年度実績。 

 ア レファレンスサービス 

 レファレンスサービスは、県立図書館サービ

スの中心であり、図書、新聞・雑誌等の活字資

料に加え、CD-ROM・インターネット等の電子情

報も活用し、来館者はもとより、電話や FAX、

電子メールにより個人や他の図書館からの調査

依頼に応じている。 

平成 17 年度、県民や市町村立図書館からの

質問や調査相談件数は 19,671(18,026)件とな

り、前年度に比べ 9.1％増加した。 

「歴史と哲学の図書館」として、今後も県民

の信頼を得られるよう、人文科学分野でのレフ

ァレンス機能の充実に努めていくとともに、他

の 2 館と協力して「埼玉の類縁機関案内」「レ

ファレンス事例集」「埼玉関係雑誌記事索引」

等各種ツールの作成を継続して行っていく。 

 イ 貸出閲覧 

 平成 15 年度のリニューアルでは、2 階資料室

に人文科学分野（総記、哲学、歴史）の一般図

書と参考図書及び視聴覚資料、3 階資料室には

人文科学分野以外の参考図書、埼玉資料、雑誌

及び海外資料を配置した。 

 平成 16 年度には、書架増設を行うとともに、

総記類の一般図書と参考図書を 3 階資料室へ再

配置し、2 階資料室開架書架への哲学、歴史の

一般図書配架数を増やすなど、利用しやすい資

料配置に改めた。 

 蔵書の維持更新については、オンライン端末

を使用した県立図書館リニューアル以降の定期

的蔵書点検を平成 16 年度から開始し、所蔵状況

の正確な把握によるサービスの向上に努めてい

る。 

平成 17 年度の利用状況は、貸出冊数は

41,349(41,314)冊と、ほぼ前年同様であったが、

リクエスト冊数は 12,652(11,129)冊と順調な

伸びを示し、そのうちインターネットを通じた

予約が 5,527 冊を占めている。リクエスト冊数

の 88％は県立図書館の資料であり、インターネ

ットからの所蔵情報の検索・予約システム、週

5 日運行している連絡車が活用されている。 

 ウ インターネット利用サービス 

図書館資料と併せて、インターネット上の情

報を、利用者自身が活用できるように、平成 15

年度からインターネット利用端末（4 台）を、2

階と 3 階の資料室に設置している。 

平成 17 年度の利用状況は、延べ 7,921(6,223)

人となり、前年度に比べ 27％増加している。 

（２）海外資料サービス 

 海外資料として収集する資料はすべての外国

語資料を対象としているが、当面は県内での外

国人登録者の多い中国語、韓国・朝鮮語、ポル

トガル語に英語を加えた 4 言語の資料に重点を

おいている。 

平成 17 年度は、市町村立図書館を対象にし

て 7 月に「図書館多文化サービス実態調査」を

実施し、1 月に「外国語資料担当者会」を開催

した。担当者会では実態調査の結果報告、先進

図書館の事例発表及び県立図書館での外国語図

書整理の実際等について研修を行った。 

 今後も、市町村図書館との連携を図り、海外

資料サービスのネットワーク化を推進する。 

（３）視聴覚サービス 

 熊谷図書館は視聴覚サービスの中心館として

16 ミリ映画フィルムの一元的な管理・運営を行

い、団体利用の窓口をつとめている。平成 17

年度の 16ミリ映画フィルムの利用状況は 1,979

本であった 

また、CD の貸出点数は 24,943（22,846）点

で前年度に比較して約 10%増加した。 

 その他、図書館の理解と利用促進を図るため、

名作映画会や子ども映画会等を定期的に実施し

ている。 

（４）対面朗読サービス 

 障害者サービスの中心館である久喜図書館と
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連携し、平成 15 年度から対面朗読サービスを開

始した。17 年度実績は、利用者 56（12）人、朗

読時間 120（26）時間、録音制作時間 61（101）

時間であった。今年度も、県北地域での障害者

サービスの充実に努める。 

（５）児童へのサービス 

 児童サービスの中心館である久喜図書館と連

携し、図書の貸出のほか、ボランティアグルー

プの協力を得て、毎月第 2･3･4 土曜日に「おは

なし会」を行っている。 

また、図書館未設置町村の小中学校を支援す

る事業として、学校図書館担当者を対象とした

研修会を平成 11 年度から継続して実施してい

る。  
２ 図書館資料 

○ 蔵書状況 

 「歴史と哲学の図書館」として、人文科学分

野（総記・哲学・歴史）の一般書と参考図書を

所蔵し、平成 17 年度末の蔵書数は約 27 万 4 千

冊である。その他、雑誌・新聞等の逐次刊行物、

視聴覚資料、約 16 万 2 千冊の館外奉仕用図書を

所蔵している。 

熊谷図書館が中心館である海外資料は、平成

17 年度末で、図書・5,836 冊、新聞・14 紙、雑

誌・54 誌を所蔵している。また、熊谷図書館が

一元的に管理している 16 ミリ映画フィルム

4,400 本、ＬＰレコード 15,000 枚を所蔵してい

る。 

３ 図書館協力・振興活動 

（１）協力業務 

熊谷図書館は、協力業務の中心館として、県

内公立図書館等の相互貸借ネットワークの要と

なっている。 

県立図書館の所蔵資料は、平成 15 年度のコ

ンピュータシステムの導入により、市町村立図

書館等からもインターネット上での検索及び予

約申込が可能となり、市町村立図書館等へ週 1

回巡回している協力車での搬送システムと併せ

て相互貸借業務の電子化・効率化が進展してい

る。 

県内公共図書館等の蔵書データを基に作成

している「埼玉版 ISBN 総合目録」の配布に加え

て、平成 18 年 3 月に「埼玉県内公共図書館等横

断検索システム」を開始したことで、県域にお

ける相互貸借は、一層推進されている。 

なお、「ISBN 総合目録」や「横断検索システ

ム」では検索できない図書等についての所蔵館

情報を補完するために、それらの図書に関する

所蔵調査用リスト「サーチ」を定期的に発行し

ている。 

また、県域公共図書館のネットワークの強化

を図るために、市町村立図書館等の協力業務担

当者との協議・意見交換の場として「図書館協

力担当者会」を年に 2 回開催しているほか、平

成 17 年度からは、「ISBN 総合目録」から県内

で 1 館しか所蔵していない図書のデータを抽出

し、「埼玉県公共図書館等における資料保存」

体制の整備に取り組むことで、県域での相互貸

借をより確実にすることに努めている。 

ア 連絡協力車 

連絡車は県立図書館及び埼玉大学図書館を

月～土曜日（火曜日を除く）に巡回し相互貸借

資料・交換資料等を搬送している。 

協力車は各県立図書館が担当市町村を定め、

熊谷図書館は県北部・西部地域の 25 市町村１県

施設（26 か所）を担当している。 

また今年度から、県立大学情報センターとの

相互協力の開始に伴い、協力車が巡回している。 

イ 情報提供 

 県内公共図書館等の行事予定や連絡事項等の

情報誌として「協力車だより」を年 4 回発行す

るほか、各図書館の協力業務担当者向けのホー

ムページ「埼玉県立図書館図書館協力ウェブサ

イト」を運営、随時更新し、より迅速な情報提

供に努めている。 

 ウ 貸出文庫 

 同一図書を 20 冊程度のセットにし、読書会等

の集団読書用として市町村立図書館等を通じて

県内の読書グループや学校等に提供している。 

 エ 調べ学習文庫 

図書館未設置町村の小学校を対象に総合的

な学習の時間に対応した「調べ学習文庫」を 10

分野 61 セット用意し、提供している。 

（２）振興業務 

 県内の図書館未設置町村の教育委員会や公民

館図書室と協力提携し、配本所（3 町 1 村 8 か

所）を設置している。 

 また、埼玉県図書館協会と共催して図書館づ
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くり講座等を開催し、県内図書館未設置町村に

おける図書館建設気運の醸成に努めている。 

(３)埼玉県図書館協会 

 埼玉県図書館協会の図書館ネットワーク及

び視聴覚奉仕専門委員会の事務局として、専門

委員と連携して研修会を運営している。 

４ 広聴、広報 

 3 館全体の広報紙である「さいたまけんりつ

図書館だより」や熊谷図書館独自の広報紙であ

る「Liｂ Letter」の発行や、県立図書館ホーム

ページの活用により、迅速・的確な情報発信に

努めているほか、2 階ロビーでは、テーマ別図

書の展示を行い、所蔵資料の紹介を行っている。 

また、館内 1 階ロビー及び 2 階ロビーに「お

知らせ掲示板」を設置し、図書館からのお知ら

せ、「利用者の声」(投書箱)への回答を掲示し

ている。  
 

 

Ⅳ 久喜図書館 

 久喜図書館は、県東部地域における公共図書

館ネットワークの拠点として市町村立図書館を

支援、協力するとともに、自然科学、技術、芸

術、言語、文学分野及び児童資料の専門館とし

て、県民の生涯学習ニーズにこたえられるよう、

広域的で多様な活動を展開している。 

１ 利用者サービス 

(１)レファレンスサービス・貸出閲覧 

ア レファレンスサービス 

 レファレンスサービスは、県立図書館サービ

スの中心であり、当館では、「案内・相談カウ

ンター」を独立させ、利用者の各種調査相談に

応じている。 

 図書、新聞・雑誌等の活字資料に加え、

CD-ROM・インターネット等の電子情報も活用し、

来館者はもとより、電話や FAX、電子メールに

より個人や他の図書館からの調査依頼に応じて

いる。  
 また、県立図書館コンピュータシステムの導

入に伴い、インターネット上に所蔵情報を公開

するとともに、館内に検索用利用者端末を配置

した。これにより、県立図書館の所蔵情報を利

用者へ即時に提供することが可能になり、利用

者サービスの飛躍的な改善が図られた。  

 今後、当館の分担分野に関する専門性の高い

サービスを提供するとともに、他の 2 館と協力

して｢レファレンス事例集｣｢調べ方案内｣｢埼玉

の類縁機関案内｣等各種ツールの作成を継続し

て行う。  
イ 貸出閲覧 

  分野別専門館としての当館の蔵書構成は、自

然科学・技術資料、芸術・文学資料及び児童資

料へと大きく変更した。 

  再編した視聴覚資料も CD やビデオを中心に、

従来 1 階に配置されていたものを 2 階の公開図

書室内に移動し、図書・逐次刊行物とあわせて

配置し、利便性の向上を図った。 

 文学関係の個人全集の一部を書庫から公開図

書室に移動するとともに、参考図書の開架スペ

ースを拡充するなど、利用しやすい資料配置に

改めた。 

 資料の再配置に伴い、閲覧席については、一

般席 40、資料専用席 12、新聞・雑誌席 6、パソ

コン優先席 6 とし、計 64 席を設けている。  
 資料の貸出・返却を従来からのカウンターで

行うとともに、レファレンスサービスについて

は、新設した案内・相談カウンターで実施する

こととしたため、より円滑な利用者対応が可能

になった。  
ウ インターネット利用サービス 

 利用者が紙媒体資料とともに、インターネッ

ト上の情報を活用した調査・研究が行えるよう、

館内には、利用者自身が操作可能なパソコンを

4 台設置して、インターネット利用サービスを

提供している。 

(２)情報サービス 

 県立図書館ホームページのリニューアルに伴

い、電子メールによる調査依頼の受付を開始し、

当館がその処理を一括して担当している。 

平成 17 年度の処理件数は 304 件で、前年度

に比べて 15％増加している。今後さらに PR を

進めるとともに、各館の担当部門と連携しなが

ら、より迅速的確な回答が行えるような処理体

制の確立を図っていく。 

 また、インターネット情報源の紹介や国立国

会図書館のレファレンス協同データベース事業

に参加して、情報提供を行っていく。  
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(３)新聞・雑誌サービス 

 新聞・雑誌等の逐次刊行物収集・提供の中心

館として、浦和図書館・熊谷図書館と連携し、

逐次刊行物データの整備を進めている。また、

相互貸借の円滑化のため、「埼玉県内公共図書館

等購入新聞・雑誌一覧」を毎年更新し、県内の

公共図書館向けに提供している。  
(４)視覚障害者サービス 

 当館は視覚障害者サービスの中心館として、

視覚障害者を対象とする点字・録音資料の製作、

貸出及び対面朗読サービスを行うとともに、市

町村等の視覚障害者サービスを支援する活動を

行っている。 

 障害者サービス用録音資料は、現在、カセッ

トテープ（アナログ）から CD（デジタル）への

移行期にあり、久喜図書館では、平成 15・16

年度の 2 回にわたり、埼玉県緊急雇用創出基金

を活用し、録音図書のデイジー化事業を実施し

た。平成 18 年 3 月末現在、257 タイトルのデイ

ジー資料を所蔵している。 

浦和図書館・熊谷図書館では、平成 15 年度

に対面朗読室を新設し、当館では点字・音声情

報スペースを新たに開設した。 

また、対面朗読サービスの拡大に伴って、平

成 15年度から 3年計画で朗読者養成講座を実施

し、朗読者の新規養成を行った。 

(５)児童サービス 

 児童書の網羅的収集等を通じて、資料センタ

ーとしての機能を担うとともに、児童サービス

の研修を企画・実施し、県内市町村立図書館の

児童サービス担当職員の資質向上を図るなど、

県立図書館の児童サービスの中心館として、機

能の充実に努めている。 

  また、来館者や市町村立図書館等を対象とし

た資料の貸出やレファレンスサービスを行って

いる。  
(６)子ども読書支援センター 

 学校・図書館で読み聞かせ等の活動を行って

いる読書ボランティアにおはなし等を指導でき

るリーダー22 名を養成するとともに、平成 17

年 11 月 26 日（土）には 263 名の参加を得て、

国立女性教育会館でボランティア交流集会を開

催した。  
平成 18 年度には、第 1 期修了者の団体等へ

の派遣と第 2 期の養成を計画している。  
(７)集会活動 

 県立図書館が生涯学習の場であることを広く

県民に理解してもらうとともに、図書館利用の

促進を図るため、映画会、おはなし会等の集会

行事を開催している。 

２ 図書館資料 

○ 蔵書状況 

 平成 17 年度は約 1 万冊の図書を新規に受け

入れし、平成 18 年度当初の蔵書数は約 48 万冊

となった。  
 蔵書構成の中心は、当館の分担分野である自

然科学、技術、芸術、言語、文学分野の一般書

及び児童資料となっている。なお、一般・児童

合わせて約 10 万冊の図書を開架している。  
 図書のほか、新聞・雑誌、視聴覚資料（ビデ

オテープ・CD など）、CD-ROM 及び視覚障害者用

の点字・録音資料を所蔵している。  
 オ ン ラ イ ン デ ー タ ベ ー ス に つ い て は 、

「MAGAZINEPLUS」（雑誌・論文情報データベース）

と「官報情報検索サービス」（官報データベース）

を導入している。  
３ 図書館間協力 

(１)協力業務 

 県立図書館の県域サービスの中核を担う協力

車の運行については見直しを行い、当館では平

成 18 年度、協力車への職員乗務廃止の試行を行

うとともに、25 市町村 2 施設に新たな対象とし

て埼玉県立大学を加え、東部地域を 3 コースで

巡回している。 

(２)埼玉県図書館協会 

 埼玉県図書館協会の児童奉仕及び障害奉仕

それぞれの専門委員会事務局として、専門委員

と連携して研修会を運営し、本県の図書館サー

ビスの振興に努めている。 

４ 広聴、広報 

 3 館共通の「さいたまけんりつ図書館だより」

の発行や県立図書館ホームページの活用ととも

に、当館独自の「県久図書館だより」を発行し、

より迅速・的確な広報に努めている。 

 また、1 階には「声のポスト」を設置して県

民の意見・要望を聴取するとともに、迅速な回

答（掲示）に努めている。 


