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図書館事業の概要 

 

Ⅰ 全体概況 

 

１ 県立図書館をめぐる動き 

 

 平成 28 年度は、前年度の資料・機能の統合

を経た新・熊谷図書館と久喜図書館による 2 館

体制による運営を本格的に開始した。 

 熊谷図書館では、前年度末のリニューアル開

館に合わせて、新設されたビジネス支援室、埼

玉資料室等を紹介する資料展「ようこそ！生ま

れ変わった熊谷図書館へ」を開催したほか、ビ

ジネス関係団体や博物館などと連携した事業を

実施した。 

 久喜図書館では、重点サービスである健康・

医療情報サービスを中心に広報活動や関連機関

との連携事業を継続展開するとともに、障害者

サービスの音訳者、子ども読書支援のおはなし

ボランティア指導者等新規養成を行った。 

 12 月には、作家の石田衣良氏を講師に迎え、

恒例の「図書館と県民のつどい埼玉 2016」を開

催し、延べ 1,479 人の参加を得た。 

 

２ 資料の分担分野と機能 

 

 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 館で機能

を分担してきた。平成 27 年度からは熊谷・久喜

の 2 館で資料・サービスを分担し、併せて 150

万冊を超える蔵書により、全県サービスを実施

している。 

 熊谷図書館は、人文科学、社会科学、産業分

野を担当するとともに、地域・行政資料、海外

（外国語）資料及び視聴覚資料サービスの中心

館である。 

 また、県立図書館全体の図書及び視聴覚資料

の収集整理業務を一括して行うとともに、県内

公共図書館等との物流ネットワークに係る業務

を担当している。 

 久喜図書館は、自然科学、技術、芸術、言語、

文学分野を担当するとともに、児童サービス、

子供読書支援及び視覚障害者等サービスの中心

館として県民の生涯学習のニーズに応えられる

よう、広域的で多様な活動を展開している。 

 

３ 利用者サービス 

 

（１）レファレンスサービス 

レファレンスサービスは、課題解決支援機能

の強化をめざす県立図書館にとって、サービス

の大きな柱である。従来からの活字資料（各種

図書資料、新聞・雑誌等）に加え、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 28 年度

は、レファレンスサービスの PR を図るため、ウ

ェブサイトの「調査・相談（レファレンス）」

ページを改訂し、情報調べのヒントとなるコン

テンツを充実したほか、トップページに日替わ

りで事例を紹介する「レファレンスいろいろ」

を設置した。 

なお、担当分野に関する専門性の高いサービ

スの提供を目指し、両館が協力して「レファレ

ンス事例集」「調べ方案内」「埼玉の図書館類

縁機関案内」等各種ツールの作成を継続して行

っている。 

このほか、県民の情報活用能力の向上を図る

ため、2 館共通事業として「『知りたい』を応

援！情報の探しかた講座」を実施している。平

成 28 年度は合計 17 回開催し 193 人の参加があ

った。 

 

（２）インターネット利用サービス 

 図書館でインターネットを利用したいとの要

望に応えるため、利用者自身が操作可能なパソ

コン（熊谷 7 台、久喜 5 台）及びタブレット型

端末（熊谷 8 台、久喜 3 台）を備え、インター

ネット利用サービスを提供している。 

 

４ 図書館サービス評価 

 

 効率的で質の高い利用者サービスを推進し

ていくため、平成 18 年度からサービス評価指標

を定め、数値目標を設定し、達成状況を広く県

民に公表している。 

平成 27 年度には、それまでの評価指標 12 項

目の見直しを行い、埼玉県立図書館協議会から

選出された委員 4 名で構成される「サービス評

価小委員会」の協力のもとに、新たに重点目標

として 5 項目を設定し、平成 28～30 年度の 3

年間の数値目標を定めるとともに、各指標に基
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づいた行動計画に取り組むこととした。 

なお、本指標は、上記「サービス評価小委員

会」の評価を受け、評価内容をウェブサイトで

公表している。 

 

５ 広聴、広報 

 

 2 館共通の広報紙として「さいたまけんりつ

図書館だより」を発行するほか、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 28 年 10 月からは、従来から実施している

ブログに加え、新たにツイッターを導入した。 

各館独自の広報紙として「県立熊谷図書館だ

より」「LibLetter（ライブ･レター）」（熊谷

図書館）、「県立久喜図書館だより」等、さら

に「調べものに役立つ資料案内」（熊谷図書館）、

「調べ方案内 Milestone（マイルストーン）」

（久喜図書館）といったパスファインダー（調

べ方案内）を発行している。 

 なお、広聴に関しては、「利用者の声」（熊

谷）、「声のポスト」（久喜）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。 

 

６ 集会行事・資料展示 

 

 所蔵資料を紹介し利用促進を図るため、名作

映画鑑賞会や子ども映画会、おはなし会等の定

例集会行事のほか、担当分野に関する文化講座

や資料展・ミニ展示・パネル展示を随時開催し

ている。 

 熊谷図書館では、文化講座「河を制す―戦国

時代の上武国境地域の情勢と利根川―」（県立

嵐山史跡の博物館との連携事業）等の講座・講

演会を 5 回開催したほか、「ようこそ！生まれ

変わった熊谷図書館へ」等の資料展示・パネル

展示を 7 回、ミニ展示・テーマ展示を 60 回開催

した。 

 久喜図書館では、文化講座「枕草子『香炉峯

の雪』章段をデザインする」等の講座・講演会

を 8 回開催したほか、埼玉県立近代美術館との

連携展示「日本におけるキュビスム」等の資料

展示・パネル展示を 9 回、ミニ展示・テーマ展

示を 33 回開催した。 

 

７ 県立図書館コンピュータシステム 

 

 平成 15 年 3 月の本格的な図書館業務システ

ム導入ののち、平成 20 年 3 月及び平成 26 年 3 

月に更新を行い、現在は 3 代目のシステムを使

用している。 

 現在のシステムはクラウド型で電子メールに

よる新着資料の情報通知や利用者による本のリ

スト（マイブックリスト）の作成、電子メール

アドレスの複数登録など、利用者の利便性を向

上させたものとなっている。 

 平成 28 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 40,673 件、館内 OPAC から 3,587 件、

携帯電話から 273 件の計 44,533 件となり、予

約受付件数全体の約 3 分の 2 となっている。 

 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、県立図

書館と県内の 59 市町立図書館、2 大学図書館、

7 機関（平成 29 年 4 月現在）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 28 

年度の横断検索システムのトップページへのア

クセス件数は約 77 万件であった。 

 

８ 資料保存対策 

 

埼玉県立図書館では、県民の財産である蔵書

を将来に渡って利用できるよう、様々な資料保

存対策に取り組んでいる。平成 28 年度は、外部

書庫の保存環境を確認し改善策をまとめ、保管

資料の一部についてカビ除去作業を行った。 

職員の保存技術向上のため、館内で資料補修

技術研修中級編（1 月、2 月）、県立・市町村立

図書館職員を対象とした「図書館のカビをどう

防ぐか」等、資料保存研修会を 3 回開催した。 

啓発・普及活動として、県内図書館等の団体

や県民向けの出張補修技術講座へ講師を 5 回派

遣し、「図書館と県民のつどい」（12 月）におい

て「ブックケア 未来へつながる保存の技術」

をテーマにパネル展示と修理体験を行った。ま

た、ウェブサイトの「資料保存」ページで県立

図書館の保存活動、保存の基礎知識と補修技術

等の情報提供を行うほか、全国図書館大会資料

保存分科会において「埼玉県立図書館の資料保

存-ゼロからの取組-」の報告を行った。 

 

９ 埼玉県図書館協会・読書推進運動協議会 

 

 埼玉県図書館協会は、平成 27 年度から熊谷

図書館内に事務局を置き、市町村立図書館、県

内大学図書館や高校図書館等との連携を図り、

館種を超えた本県図書館サービスの振興に努め

ている。 
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協会内に、研修企画、参考調査及び地域資料

（以上熊谷）、児童サービス及び障害者サービ

ス（以上久喜）の各専門委員会を設置し、その

事務局として、市町村立図書館職員の専門委員

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の事務局を

熊谷図書館に置き、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。 

 

Ⅱ 各館の状況 

 

１ 熊谷図書館 

 

 「社会科学と歴史・哲学」の図書館として、

人文科学分野（総記、哲学、歴史）と社会科学・

産業分野及び地域・行政資料を担当している。 

平成 28 年度は地域・行政資料を含め 10,236

冊の図書を新規に受け入れし、平成 29 年度当初

の熊谷図書館の蔵書数は約 95 万冊となった。蔵

書は、約 14 万冊を開架するほか、本館書庫及び

付属施設である外部書庫に収蔵している。 

平成 27 年度開設の浦和分室（県立文書館１

階）では、県立図書館の予約資料の貸出・返却・

複写のほか、オンラインデータベースの検索や

行政支援サービスの受付などのサービスを行っ

ている。 

 

（１）ビジネス支援サービス 

平成 28 年 3 月から、ビジネスパーソン、

経営者、創業・起業・就労にチャレンジする

県民に向けビジネス支援室を開設し、ビジネ

ス関係図書約 2,700 冊、雑誌約 90 誌、配布

用パンフレット約 80 種のほか、オンライン

データベース等（ 14 種）と利用者端末 3 台

を設置している。  

平成 28 年度は「日経新聞の読み方＆活用

セミナー」「『日本でいちばん大切にしたい

会社』から学ぶ社員・企業・地域が輝き続け

る方法」等の講座や資料展示『はたらく』を

考える」を開催。起業、労働等をテーマに「調

べ方案内」「資料リスト」を 4 点作成し、ウ

ェブサイトに「ビジネスに役立つ定番資料・

情報の紹介」ページを新設した。  

さらに県、熊谷市、商工会議所、創業支援

機関、経営者団体、金融機関等多くの機関・

団体との連携をスタートし、「 SAITAMA Smile 

Women フェスタ 2016」に出展するなど外部

イベントでの広報にも力を入れた。  

 

（２）地域・行政資料サービス 

埼玉県に関連した地域・行政関係資料の網羅

的な収集に努めている。これらの豊富な蓄積を

背景に、平成 28 年 3 月から新設した埼玉資

料室において、県民への資料提供・レファレン

スサービスを行うとともに、県職員からの調査

相談にも随時応じている。 

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、貴重書 58 タイトル、絵図 11 タイト

ル、明治期から昭和期の図書 60 タイトル、雑誌

21 タイトルをウェブサイトのデジタルライブ

ラリーにて公開している。 

 

（３）海外資料サービス 

 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 言語を中

心に多言語にわたり資料を収集している。 

現在、36 言語の外国語資料があり、平成 28

年度末の資料数は、図書 18,256 冊、新聞 13 紙、

雑誌 45 誌である。 

多文化への理解と資料の活用を図るため、平

成 28 度はミニ展示（4 回）及び展示リストの作

成を行うとともに、「二胡鑑賞会Ⅸ」を開催し

た（参加者 50 人）。また、外国人利用者より要

望の多い日本語学習資料 251 冊を「にほんごを

まなぶ 日本語学習図書の紹介」としてまとめ、

配布するとともに、ウェブサイトに掲載してい

る。 

 

（４）視聴覚資料サービス 

 視聴覚資料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い、整理済

資料を各館に配置している。また、16 ミリ映画

フィルムについては一元的な管理・運営を行い、

団体利用の窓口を担当している。平成 22 年度か

らは「16 ミリ映写機技術講習会」を開催（平成

28 年度 12 人参加）し、16 ミリ映写機を操作で

きる人材を育成して 16 ミリ映画フィルムの利

用促進を図っている。また 16 ミリ映画フィルム

に加えて、利用が高まっている上映用映像資料

としての DVD の選定にも留意している。 

 

（５）資料の収集・整理 

 平成 9 年度から浦和図書館で一元化して実施

してきた資料収集と書誌データ整備の業務を、

平成 28年 3月からは熊谷図書館で引き続き実施
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している。 

 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。 

 

（６）図書館協力・振興活動 

 ア 協力業務 

県域における相互貸借ネットワークの要と

して、県立及び市町村立図書館等の図書館協力

業務の中心的役割を担っている。 

「埼玉版 ISBN 総合目録」（平成 11 年度～）、

「埼玉県内公共図書館等横断検索システム」（平

成 17 年度～）の運用により、県域における相互

貸借を支援するほか、「埼玉版 ISBN 総合目録」

から抽出した単館所蔵データの配布 (CD-R 版 

平成 18 年度～)により、埼玉県内公立図書館等

における資料保存体制の整備を図っている。 

なお、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 目録データを提供している。 

このほか、県内公立図書館等のネットワーク

の強化を図るため、埼玉県図書館協会図書館協

力担当者会の事務局として、「図書館協力担当

者会」を年に 2 回開催し市町村立図書館等と協

議・意見交換している。 

（ア）連絡・協力車 

相互貸借資料の県内物流ネットワークの中

心として、平成 19 年度から熊谷図書館を起点と

して連絡・協力車を運行している。 

連絡車は久喜図書館を週 4 回、浦和分室、埼

玉大学図書館を週 3 回、7 市町・5 機関を週 1

回巡回している。また、協力車は 7 コース設定

し、56 市町村・3 機関・1 大学を週 1 回巡回し

ている（さいたま市へは週 4 回巡回）。 

（イ）情報提供 

 県内公立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」を運営

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。 

 平成 28 年度は、668 タイトル 5,473 冊の利用

があった。 

 

 イ 振興業務 

（ア）配本所 

 県内の図書館未整備の自治体について、教育

委員会や公民館図書室と協力提携し、配本所を

設置している。平成 28 年度は、3 町を対象に延

べ 10,893 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。 

（イ）調べ学習文庫 

県内の小中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 12 分野 65 セ

ット用意し提供している。 

平成 28 年度は、8 セット 262 冊の利用があっ

た。 

 

２ 久喜図書館 

 

 「自然科学と芸術・文学」の図書館として、

自然科学・技術・芸術・言語・文学分野を担当

している。 

 平成 28年度は児童資料を含め 6,902冊の図書

を新規に受け入れし、平成 29 年度当初の蔵書数

は約 57 万冊で、うち約 11 万冊の図書を開架し

ている。 

 

（１）健康・医療情報サービス 

 当館では、県民が自ら調べ課題解決をするた

めに「健康・医療情報サービス」を重点サービ

スと位置付けて内容の充実に努めている。「健

康・医療情報コーナー」には、図書約 7,200 冊、

雑誌 54 タイトル、配布用パンフレット類を多種

揃え、「がん」、「妊活」、「見て・聴いて・

感じる読書」をテーマとする情報コーナーも特

設している。 

 平成 28 年度は、県内がん患者会と連携してパ

ネル展示・資料展示「ひとりで悩まないで。こ

こに仲間がいる！」及び講座「がん患者の体験

談を聴く」を開催したほか、「いつまでも、私

らしく、生きる～今、知っておきたい「認知症」

と「回想法」～」をテーマに講演会と資料・パ

ネル展示を開催した。 

 また小冊子「健康・医療情報リサーチガイド

＠埼玉」を県民や図書館、関連団体等に 1,000

部配布した。 

 さらに、埼玉県保健医療部疾病対策課、久喜

市、埼玉県済生会栗橋病院が主催する外部事業

に 3 回参加し、当館サービスのパネル展示、調
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べ方案内の講義などを実施し、広報活動を行っ

た。 

 

（２）情報サービス 

 ウェブサイトからのレファレンスの受付・処

理を当館で担当している。平成 28 年度の受付処

理件数は 209 件であった。 

 また、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、8,067 件のレファレ

ンス事例を一般公開している。 

 そのほか、「調査研究に役立つリンク集」「埼

玉県暮らしに役立つリンク集」「埼玉の図書館

類縁機関案内」など、インターネット上の情報

源の提供を行っている。 

 

（３）新聞・雑誌サービス 

 新聞・雑誌等の逐次刊行物収集・管理の中心

館として、逐次刊行物データの整備を進めてい

る。また、相互貸借を円滑に進めるため、「埼玉

県内公共図書館等購入新聞・雑誌一覧」を毎年

更新し、県内の公立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 28 年度は 2

館合計で 5,037 冊を受け入れた。 

 

（４）障害者サービス 

 当館は視覚障害者等へのサービスの中心館

として、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

等の障害者サービスを支援する活動を行ってい

る。平成 22 年 9 月からは、著作権法の改正に対

応し、サービス対象の範囲を従来の視覚障害者

に加え、発達障害や肢体障害等で活字による読

書に障害のある方へと拡大している。 

 現在、障害者サービス用資料の中心はデジタ

ル録音資料であるデイジーになっている。既存

カセットテープ資料のデイジー化もほぼ終了し

た。平成 29 年 3 月末現在、2,307 タイトルのデ

イジー資料を所蔵し、利用者向けにデイジー録

音再生機操作個別講習を随時実施している。ま

た、障害者用資料目録を点字・デイジー等利用

者の希望する媒体で製作し配布している。 

各館で対面朗読を実施するほか、当館では音

声パソコンによるインターネットの利用や音声

読書機による閲覧等ができる点字・音声情報ス

ペースを設けている。 

また、登録音訳者（平成 29 年 3 月末現在 67

人）・デイジー編集者（同 13 人）を対象に、毎

年研修会を実施している。さらに、平成 27 年度

から 2 年計画で新規音訳者養成講座を実施し、

人材の確保と音訳技術の継承に努めている。 

 

（５）児童サービス 

 児童資料の網羅的収集等を通じて、県内の資

料センターとしての機能を担い、来館者や市町

村立図書館等を対象に資料の貸出やレファレン

スサービスを実施している。 

また、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、機能充実に努めている。 

 そのほか、障害のある子供にも親しめる布絵

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 

 当センターでは「子ども読書支援ボランティ

ア」（平成 28 年度 8 人）の協力を得て、子供の

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等からの相談に応

じている。 

また、平成 17～19 年度に養成した「おはな

しボランティア指導者」（平成 28 年度登録者 35

人）の派遣事業を実施している。学校や図書館

等で活動する絵本の読み聞かせやストーリーテ

リングの経験の浅いボランティア団体を対象に、

平成 28年度は 15団体に延べ 17人の指導者を派

遣した。 

平成 28 年度は「おはなしボランティア指導

者養成講座」を開催し、新規に 20 人養成した。 

 また、活動中のおはなしボランティア指導者

を対象としたフォローアップ研修会を平成 28

年度は 3 回開催し、指導者としての継続的な活

動を支援している。 

 このほか、学校図書館に関わる方を対象に、

学校図書館講座を開催した。(72 人参加) 

平成 28 年 12 月 18 日（日）には、「図書館と

県民のつどい埼玉 2016」の事業の一環として、

「こども読書活動交流集会」を開催し、子供読

書にかかわる団体等との交流を図った。(105 人

参加) 

また、家庭地域連携課と連携し、資料展と「親

子ふれあい講座」を 2 回開催し、小冊子「いっ

しょによんで！親子のふれあいえほんばこ」を

発行した。 

 

 


