
 

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運営している。 

平成 15 年 3 月に図書館業務システムを導入

してから 5 年が経過したため、平成 20 年 3 月に

図書館業務システムを更新した。新システムで

はウェブサービス機能を高め、携帯電話からの

検索・予約システムの利用、各種連絡をメール

で行う等のサービスが可能になった。 

この結果、平成 20 年度に個人利用者が自ら

パソコン等を操作して申し込んだ予約件数は、

インターネットから 45,490 件、館内 OPAC から

7,792 件、携帯電話から 1,179 件の計 54,461 件

となり、予約受付件数全体の６割に達した。 

 平成 18 年 3 月に運用を開始した「埼玉県内公

共図書館等横断検索システム」は、県内 61 市町、

2 大学、6 機関、の資料所蔵状況が一度に検索で

きるシステムであり、平成 20 年度の横断検索シ

ステムへのアクセス件数は約 53 万件であった。 

利用者アンケート等で要望があった開館日

数の拡大については、特別整理期間を７日間か

ら４日間に短縮し、年始は平成 20 年から 1 月 4

日を開館して、年間の開館日数を拡大した。 

また、平成 20 年 11 月 1 日には、「図書館と

県民のつどい埼玉 2008」を開催し、延べ 1,513

人の参加があった。 

  

Ⅱ 浦和図書館 

 浦和図書館は、社会科学・産業分野及び地域・

行政資料の専門館として、市町村立図書館を支

援、協力するとともに、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・オンライン

データベース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、

インターネット上で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」等各種ツールの作成を継続

して行っている。 

また、「埼玉新聞記事見出し索引データ」「埼

玉関係雑誌記事索引データ」「埼玉関係人物文

献索引データ」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、新たに、デジタル画像化した絵図 10

点及び、明治期の埼玉関係雑誌 12 タイトルを県

立図書館ウェブサイト内のデジタルライブラリ

ーに追加公開している。 

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す

とともに、映像・音声等の視聴覚資料について

は配置場所を利用者の目につきやすい２階に変

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、埼玉県立大学情報セ

ンターとの相互協力が始まったことにより、両

大学の蔵書合わせて約 84 万冊の利用が可能に

なり、より一層県民の資料要求に対応できるよ

うになった。 

ウ インターネット利用サービス 

 図書館で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。 
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（２）ビジネス支援サービス 

 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、オンラ

インデータベース（９種）や所蔵資料により

情報の提供を行っている。 

平成 20 年度は、ビジネス支援コーナーに

新たにオンラインデータベース 5 種類を導

入するとともに、机と椅子を増設し、オンラ

インデータベース利用端末も２台から５台

に増設するなどの利用環境を整備した。同コ

ーナーでは各機関が発行する創業・起業に関

する講座や相談会等の情報も収集し提供し

ている。 

また、平成 20 年度から新規にオンライン

データベースのミニ講習会「データベースち

ょっと使ってみま専科」を実施している（１

２回、延べ３２人参加）。 

（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

実施している。 

（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、図書館業務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

ム上で管理するとともに、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 9 千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 DVD-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

車の運行については、平成 19 年度から熊谷図書

館で一括して運行することとなった。当館では

迅速な資料の提供を行うことで運行を支えてい

る。 

（２）埼玉県図書館協会  
 埼玉県図書館協会の事務局として、市町村立

図書館、県内大学図書館や高校図書館との連携

を図り、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。  
４ 広聴、広報 

 ３館共通の広報紙である「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

書館のウェブサイトを通じて迅速・的確な情報

発信を図っている。 

 平成 20 年度は県政出前講座を実施するなど

（2 か所、45 人参加）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月から本格的な図書館業務システ

ムを導入し、平成 20 年 3 月からは電子メールに

よる各種の連絡、携帯電話向けサイトの設置な

どウェブサービス機能を強化し、利用者の利便
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性を図った図書館業務システムに更新した。  
システム更新後は、携帯電話から資料の検索

や予約が行えるほか、本人の貸出状況や予約状

況の確認も可能になり、各種の連絡を電子メー

ルで受け取ることも選択できるようになった。    蔵書の維持更新については、平成 16 年度か

らオンライン端末を使用した定期的な蔵書点検

を開始し、所蔵状況の正確な把握によるサービ

スの向上を図るとともに、平成 18 年度からは希

少な図書資料の保存整備事業にも着手している。    

平成 18 年 3 月から運用を開始した「埼玉県

内公共図書館等横断検索システム」は、平成 20

年度に 53 万件近いアクセスを記録し、延べ

1,850 万件の検索を機械処理することで、県民

の効率的な資料検索に役立っている。  
また、情報セキュリティ対策とシステム管理

を適切に行うことにより、利用者の個人情報の

保護に万全を期すよう努めている。  
 

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）の資料を

担当するとともに、海外（外国語）資料サービ

ス及び視聴覚資料の中心館として、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。 

また、平成 19 年度から、県内図書館等との

相互協力の統括館と位置づけ、物流ネットワー

クに係る業務を熊谷図書館に集中し、県内図書

館等への支援・協力活動を推進している。  
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、図書、新聞・雑誌等の活字資

料に加え、CD-ROM、インターネット、オンライ

ンデータベース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。 

今後も県民の信頼を得られるよう、人文科学

分野のレファレンス機能の充実に努めるととも

に、他の 2 館と協力して「レファレンス事例集」

「パスファインダー（調べ方案内）」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時に、2 階資料室

に人文科学分野の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 年度には書架の増設を行うとともに、

総記類を 3 階へ再配置し、2 階の開架書架に哲

学、歴史の一般図書の配架数を増やすなど、利

用しやすい資料配置に改めた。 

 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

報等を利用者自身が活用できるようにするため、

2 階と 3 階の各資料室に、インターネット利用

端末を 2 台ずつ、またデータベース検索用端末

を１台ずつ配置している。 

平成 20 年度の端末利用者は延べ 12,324 人で、

前年度に比べ 9.8％増加している。 

（２）海外資料サービス 

 すべての外国語を海外資料の収集対象として

いるが、当面は県内で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置いており、平成 20

年度末現在、図書 9,372 冊、新聞 15 紙、雑誌

63 誌を収集・所蔵している。 

多文化への理解を深めるため、平成 20 年度

は「姉妹友好州省に関する資料展」及び関連講

演会、ミニコンサート、並びに「日伯交流年ブ

ラジル日本移民百周年記念写真展」を開催した。 

 今後も市町村立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、

視聴覚資料の収集・整理業務を一括して行うと

ともに、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。 

 視聴覚資料へ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開催す

るほか、平成４年から「無声映画のつどい」を

年に１回実施している。 

（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

連携し、平成 15 年度から対面朗読サービスを開

始した。 
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（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。 

２ 図書館資料 

○ 蔵書状況 

 熊谷図書館では、人文科学分野の図書を中心

に所蔵し、平成 20 年度末の蔵書数は約 27 万 4

千冊である。 

このほか、雑誌・新聞等の逐次刊行物、視聴

覚資料、館外奉仕用図書を所蔵している。        エ 調べ学習文庫 

３ 図書館協力・振興活動 

（１）協力業務 

熊谷図書館は 3 館の協力業務の統括館として、

また埼玉県図書館協会図書館協力担当者会の事

務局として、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。 

資料検索面では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、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」の運用が開始

され、県域における相互貸借が一層推進された。 

また、平成 18 年度から「埼玉版 ISBN 総合目

録」からの単館所蔵データの抽出、配布(CD-R

版)を開始し、埼玉県公共図書館等における資料

保存体制の整備を図っている。 

さらに平成 20 年度から、埼玉県高等学校図

書館研究会が編集・管理している「埼玉県内高

等学校 Web-ISBN 総合目録」に、県立図書館所蔵

資料の ISBN 目録データの提供を開始した。 

このほか、県内公共図書館等のネットワーク

の強化を図るため、市町村立図書館等との協

議・意見交換の場として「図書館協力担当者会」

を年に 4 回開催している。 

ア 連絡・協力車 

連絡・協力車は、平成 19 年度から全て熊谷

図書館発着となり、熊谷図書館が相互貸借資料、

交換資料等を搬送する県内図書館物流ネットワ

ークの中心となっている。 

今年度、連絡車は県立浦和・久喜図書館及び

埼玉大学図書館を週 5 回巡回するほか、6 市町・

4 機関を週１回巡回している。また、協力車は 8

コース設定し、64 市町村・3 機関・1 大学を週 1

回巡回している。 

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「埼

玉県立図書館図書館協力ウェブサイト」を随時

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

県内の読書グループや学校等に提供している。 

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 4 か所（3 町 1

村）を設置し、平成 20 年度は 9,387 冊を配本し

た。 

 また、配本所の担当者向けに「公民館図書室

等実務担当者会」を年１回開催し、運営につい

ての実務研修を行っている。 

（３）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図書館ネットワーク専

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、平成 20 年度から埼玉県読書推進運動協

議会の事務局となり、全国組織との連絡調整や

県内の活動調査等の窓口となっている。 

４ 広聴、広報 

 3 館共通の広報紙「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「県立熊谷

図書館だより」や資料案内「Lib Letter（ﾗｲﾌﾞ･

ﾚﾀｰ）」等を発行するとともに、県立図書館ウェ

ブサイトの活用により迅速・的確な各種情報の

発信に努めている。 

また、1 階及び 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や「利用

者の声」(投書箱)への回答等を掲示している。 

さらに普及事業として、当館分担分野資料の

利用促進を目的に、2 階ロビーや３階資料室で

テーマ別図書の展示による所蔵資料の紹介を行

うとともに、平成 17 年度から「文化講座」を実
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（２）情報サービス 施している。 

 当館は、県立図書館への電子メールによる調

査依頼の受付・処理を一括して担当している。 

 

Ⅳ 久喜図書館 

平成 20 年度の受付処理件数は 262 件であっ

た。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。 

 久喜図書館は、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、また視

覚障害者サービスの中心館として県民の生涯学

習の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、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。  
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 （３）新聞・雑誌サービス 

 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、レファレンスを受

け付ける「案内・相談カウンター」を設け、県

民および県内市町村立図書館等の調査依頼に応

じている。図書・新聞・雑誌などの活字資料に

加え、CD-ROM、インターネット、オンラインデ

ータベースの電子情報も活用し、平成 20 年度は

5,979 件の事項調査に回答した。 

 新聞・雑誌等の逐次刊行物収集・管理の中心

館として、他の 2 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。  
 加えて、移管雑誌（市町村立図書館の廃棄雑

誌）の受入れに努めている。平成 20 年度は 3

館合計で 460 タイトル、6,059 冊を受け入れた。   今後も、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。  

（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

町村立図書館等の視覚障害者サービスを支援す

る活動を行っている。 

 イ 貸出閲覧 

  当館は、「科学と芸術の埼玉県立久喜図書館」

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。 

 障害者サービス用録音資料は、現在、アナロ

グ資料（カセットテープ）からデジタル資料（デ

イジー）への移行期にあり、久喜図書館では、

平成 15 年以来、録音資料のデイジー化を推進し

てきた。平成 21 年 3 月末現在、608 タイトルの

デイジー資料を所蔵している。また、デイジー

機器操作個別講習を実施し、利用環境の整備に

努めている。 

2 階公開図書室では、図書、雑誌、新聞、お

よび CD、ビデオテープ、DVD などの視聴覚資料

を公開し、書庫収蔵資料とともに貸出閲覧に供

している。閲覧席は、一般席 40、資料専用席 12、

新聞・雑誌席 6、パソコン優先席 6、インターネ

ット利用席 4、視聴覚資料利用席 2、計 70 席を

設けている。 県立 3 館で対面朗読を実施しており、平成 20

年度は 3 館合計で 1,163 時間の利用があった。  平成 20 年度の県民への貸出は 141,439 冊、前

年度比 3.7％増であった。 当館の点字・音声情報スペースでは音声パソ

コンによるインターネットの利用ができる。 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。 

また、平成 15 年度から 17 年度にわたり新規

養成した朗読者を含めて、平成 21 年 3 月末現在

登録している朗読者（82 人）を対象に、毎年朗

読者研修会を実施している。 

（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 
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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

能の充実に努めるとともに、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。  
 また、障害を持つ子どもにも親しめる布絵本

の収集・製作・提供を行っている。  
（６）子ども読書支援センター 

 学校・図書館で読み聞かせ等をこれから始め

ようとする団体に、アドバイスができるおはな

しボランティア指導者を養成する講座を、平成

17～19 年の 3 期にわたり開催し 65 人の指導者

を養成した。平成 20 年度は第 2･3 期の講座修了

者を 44 団体に延べ 54 人派遣するとともに、講

座修了者の指導者としての継続的な活動を支援

することを目的として、情報交換や課題解決の

ための研修会を開催した。  
今年度は、おはなしボランティア指導者 47

人の派遣、研修会の開催に加え、実際に子ども

の読書にかかわるボランティアとして活動して

いる方々を対象として、読み聞かせ技術の向上

を図る研修会を企画している。  
 また、当センターでは「子ども読書支援ボラ

ンティア」（平成 20 年度 10 人）の協力を得て、

子どもの読書に関する県内外の情報を収集・発

信するほか、学校やボランティア団体からの相

談に応じている。  
平成 20 年 11 月 1 日（土）には、「図書館と

県民のつどい埼玉 2008」の事業の一環として、

子ども読書活動交流集会を開催し、子ども読書

にかかわる団体等の交流を図った。  
（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 20年度は 8,411冊の図書を新規に受け入

れし、平成 21 年度当初の蔵書数は約 51 万 4 千 

冊となった。  
 蔵書構成の中心は、当館の分担分野の一般書

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 、

「J-DreamⅡ」（自然科学・医学関係文献情報デ

ータベース）「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）などを導入している。  
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、平成 19 年度から熊谷図書

館で一括して運行することとなった。当館では

迅速な資料の提供を行うことで運行を支えてい

る。平成 20 年度は 28,341 点の資料を県内各図

書館へ提供した。 

（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ウェブサイトの活用に加

え、当館独自の「県立久喜図書館だより」を発

行し、より迅速・的確な広報に努めている。 

また、平成 20 年度は資料展を 4 回開催し、

展示リストや「調べ方案内 Milestone」を作

成・配布及びウェブサイト公開するとともに、

資料展示に合わせて講演会を２回開催した。 

 広聴に関しては、１階に「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。 

 


