




































































































令和 3年 3月 1日 

第２期さいたま市図書館ビジョン（令和 3年～令和 10 年）素案について 

図書館ビジョン実施計画作成専門部会 

令和２（2020）年度に８年間にわたる「さいたま市図書館ビジョン（以降第１期図書館

ビジョン）」の計画期間が終了します。前回の図書館協議会では、委員の皆様から、さいた

ま市図書館の未来像についてご意見をいただきました。 

このたび「第２期さいたま市図書館ビジョン（素案）（以降 第２期図書館ビジョン）」を

作成いたしましたので、あらためて皆様からご意見をいただきたいと思います。また、こ

の「第２期図書館ビジョン」を実現するために「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計

画（前期）」（以下、「第２期実施計画（前期）」）を作成いたしましたので、あわせてご意見

をお願いいたします。 

「第２期図書館ビジョン」および「第２期実施計画（前期）」のポイント 

「第１期図書館ビジョン」で掲げた「地域の知の拠点」であるという図書館の使命を果

たすことに加え、「新たな時代の新たな学び」を支え、学びを通した「つながりづくり」

に取組みます。 

「第１期図書館ビジョン」にはなかった、統一した基本理念として「本と人 人と人が

出会う「知のひろば」」を掲げました。 

図書館としてあるべき基本的な機能を強化し、誰一人取り残さない学習機会を保障しま

す。 

本や情報を媒介とした市民の交流の場を提供します。 

さいたま市の２５館ある図書館を有機的につなぎ、大学、企業、市民団体など多様な主

体とのネットワークを強化し、様々な取組みをコーディネートしていきます。 

「第２期実施計画（前期）」では、従来の取組みに加え、新たな時代に合わせた取組みを

行います。また、新しい技術の導入にも柔軟に対応します。 

「第２期実施計画（前期）」は、５年後の目標値を掲げ、長期的視野に立った取組みを行

います。 

※ 現在示されている数値は変更する可能性があります。 

※ ここに示していない数値も図書館を評価する際に使用します。 

令和３年３月２２日（月）までにお寄せいただきますようお願いいたします。中央図書館資

料サービス課あてにメール、ＦＡＸなどでご送付ください。添付の回答用紙でなく、ワード

等で作成いただいてもかまいません。いただきましたご意見及びご質問に対する回答は令和

３年３月２９日（月）に回答をお送りする予定です。 



本と人 人と人が出会う 「知のひろば」 

令和３年３月

さいたま市図書館 

第2期 さいたま市図書館ビジョン(素案) 

第５稿５  ３月 １日 

（図書館に関係する写真を掲載します） 





0 

目 次 

第１章 「知の拠点」から未来の扉をひらく         ・・・・・・・・・  p.1 

１ 図書館のこれまで、そしてこれから 

２ 新しい時代の図書館とは 

３ 策定の目的 

４ ビジョンの構成・対象期間

第２章 基本理念と基本的方向性            ・・・・・・・・・  p.３ 

１ 基本理念 

２ 基本的方向性 

資料編                              ・・・・・・・・・  p.７ 

１ 「第２期さいたま市図書館ビジョン」の位置付け 

２ さいたま市図書館一覧 

３ 各図書館の重点目標 

４ 政令指定都市図書館統計



1 

第１章 「知の拠点」から未来の扉をひらく 
１ 図書館のこれまで、そしてこれから 
 人が成長し、自分で考え判断するためには、様々な資料や情報が必要です。図書館は、考える材料や

調べる手段とその方法を提供することによって、人の自立を助け、人を育て、文化をはぐくむ場となります。収

集保存した本（以下、図書館が提供する図書、音声、映像資料、データベース等を「本」という）を活用

して、本と人を結び付け、生涯にわたる学びを支援し、新たな創造へとつないでいきます。以上のように「地

域の知の拠点」になることが図書館の使命です。これまで、さいたま市図書館は、「ユネスコ公共図書館宣

言」*1（1994年）等を踏まえ、平成25年３月に策定した「さいたま市図書館ビジョン（以下「第１期

図書館ビジョン」という）」に基づき、公共図書館として、このような使命を確実に果たしてきました。 

さいたま市誕生時に14館だった市立図書館は、地域に根ざした図書館設置を進め、現在は政令指

定都市最多の25館となりました。市民１人当たりの貸出数及び予約件数は政令指定都市中第１位

となっており、市民の読書へのニーズや知的好奇心の高さが伺えます。 

２ 新しい時代の図書館とは
「生涯現役」となる「人生100年時代」、AI (人工知能)やロボティクス等の最先端技術が、産業や日

常生活と結び付くSociety5.0時代に加え、感染症や大規模な災害等の予測困難な変化が続くニューノ

ーマルの時代において、あふれる情報の中から的確な情報を入手することが生活に不可欠となり、それを見

極める力が必要となってきました。また、障害者、経済的困窮者等の社会的弱者、外国人への学びの保

障や、より多様で豊かな生き方・暮らし方を目指すマルチステージ*２の人生における、複数のキャリアに応じ

た学び直しの機会が求められています。 

このような社会において、本は人の心を支え、人生を豊かに生きるための「原動力」となります。図書館

は、多様化・高度化する市民の学びのニーズに応えるために、ICTなど最新の技術を活用した情報提供

や、本と人とを結ぶレファレンスの充実など、オンラインと対面との学びの環境の融合により、「新しい時代の

新たな学び」を支えていく存在となることが期待されています。 

※１ ユネスコ公共図書館宣言   … 前文に「地域において知識を得る窓口である公共図書館は、個人および社会集団の生涯学
習、独自の意思決定および文化発展のための基本的条件を提供する」と掲げています。 

※２ マルチステージ          … 人生100年時代は、多様な働き方とスキルを身につけるための教育が必要であり、知識を得
ることで多様なステージを持ち、豊かで活力のある人生を過ごすことができるという考え方。 
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３ 策定の目的 
令和２（2020）年度に第１期図書館ビジョンの対象期間が終了します。これからの図書館は、

「地域の知の拠点」としての使命を果たすことに加え、「新しい時代の新たな学び」を支えるため、市民・地

域・企業・行政等の枠をこえたネットワークを強化し、本と人の出会や本を媒介にした人と人との出会によ

る「つながりづくり」により、地域の未来の扉をひらくことが期待されています。 

このように進化発展していく図書館の姿を、市民と図書館員とが共有することを目的として、「第２期さ

いたま市図書館ビジョン」（以下、「第２期図書館ビジョン」という）を策定するものです。 

４ ビジョンの構成・対象期間
（１） 構成 

第２期図書館ビジョンは、令和３年３月策定の「さいたま市生涯学習ビジョン」の目指す方向性「生

涯の学びを通じて自分とまちが輝く未来」に基づいて策定しました。第２期図書館ビジョンを実現するため

の基本施策を計画的かつ効果的に推進するため、「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画」（以

下、「実施計画」という）を別途策定します。 

（２）対象期間 

   ア 第２期図書館ビジョン 

「第２期さいたま市教育振興基本計画」の終了期間に合わせ、令和３（2021）年度から令和10

（2028）年度までの８年間とします。 

   イ 実施計画 

社会情勢の変化に対応するため、前期・後期の２期に分けて策定します。 

前期 令和３（2021）年度から令和 ７（2025）年度までの５年間 

後期 令和８（2026）年度から令和10（2028）年度までの３年間  

第2期さいたま市図書館ビジョン

第２期さいたま市図書館ビ

ジョンに基づく実施計画 

前期
令和８年

（2026）

令和３年

（2021）

第２期さいたま市図書館 

ビジョンに基づく実施計画 

後期 

さいたま市図書館ビジョン

さいたま市図書館ビ

ジョンに基づく実施

計画 
平成２９年

（2017）

平成25年

（2013）

さいたま市図書館ビジョンに

基づく実施計画 

平成29年版 
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第2章 基本理念と基本的方向性 
１ 基本理念
人生100年時代。私たちはどう生きるのか。 

図書館は、生きていくための知識やあらゆる情報を、誰もが自由に手に入れることができる場所と

して、最適な情報提供を行います。その情報を取捨選択して使いこなすための情報リテラシー*３を

身に付ける手助けをすることによって、「新しい時代の新たな学び」を支えます。人々が集い、つなが

り、知を創造し、社会参加していくために必要な情報リテラシーのセンター機能*４を持った「本と人 

人と人が出会う『知のひろば』」としてさらなる歩みを進めていきます。

 「知のひろば」とは、さいたま市の25の図書館が、物理的な制約を超えて有機的につながり、

市民と共に創り出す「新たな図書館像」です。 

「知のひろば」では、図書館が館の枠に縛られることなく、横断的な活動でつながり、ダイナミックな

活動を展開します。加えて、学校図書館をはじめ、企業や大学、図書館友の会等の市民団体、

ＮＰＯ等とのネットワークを強化して事業を展開することにより、新しい 波を創り だします。さらに、

「知のひろば」は、そこに集う人々が、図書館の資源を活用するだけではなく、それぞれの知を持ち寄

り、分け合い、活動する場や、多様な背景を持った人々や世代を越えた人々の、出会いや交流を

大切にする場となり、本と人、人と人のつながりの輪を広げます。その「つながり」は、個人の生活上の

課題や地域社会の課題を解決し、新たな価値やイノベーションの創造へとつながり、地域の文化を

はぐくむなど、「わたし」と「まち」の輝く未来を創ります。 

基本理念 本と人 人と人が出会う 「知のひろば」

※３ 情報リテラシー           …情報を十分に使いこなせる能力。大量の情報の中から必要なものを収集し、分析・活用
するための知識や技能のこと 

※４ 情報リテラシーのセンター機能 …図書だけでなくインターネット上の情報、データベースなど媒体に関わらず、必要な情報を収
集・整理し、活用し、また発信する機能。 
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２ 基本的方向性 
さいたま市図書館の基本理念「本と人 人と人が出会う 『知のひろば』」を実現するために、４つの

基本的方向性を定めました。

つながりから

地域の未来をひらく

本と人とを

つなげる

知りたいに

 こたえる

本と人 人と人が出会う 「知のひろば」

基本的方向性１

子どもの豊かな心と

生きる力をはぐくむ

多様な本との出会いと 

本を通した交流の場の 

創出 

協働と交流による 

地域活動の活性化と 

地域の歴史と文化の保存 

市民活動支援

多彩なサービスによる 

市民の課題解決へのサポート 

家庭、教育機関、地域との

連携による子どもの読書活

動の推進 

基本的方向性２

基本的方向性３ 基本的方向性４

基本理念
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何かについて知りたいと思ったとき、それが、仕事、趣味やスポーツ、医療や健康のことでも、ある

いは生活に関すること、人生に関することでも、「そうだ、あそこに行ってみよう」と思える場所が「私

たちのまちの図書館」です。

あらゆる情報が溢れるSociety 5.0時代にあって、「どの情報を選んだらいいのか分からない」、

「知りたいことがあっても、どうしたらよいのか分からない」。そんなときは、情報探索の専門家である

図書館司書に聞いてください。あなたの課題等を解決するため全力でサポートします。 

また、ICT等を活用して、いつでも、どこでも、誰もが必要な情報にアクセスできる図書館機能

を充実させます。さらに、視覚障害者向けの録音資料、点字資料や音読サービスなど、誰一人

取り残さない多様なサービスを展開します。 

じっくり本の世界に浸りたいとき、たくさんの本が並んだ棚の前に立てば、これまで 人類が積み重

ねた 知を体感 できます。 講座等のイベントに参加すれば、仲間と出会うことができます。感染症

の影響で外出自粛が求められる状況下でも、自宅に居ながらにして、本を読む、音楽を楽しむ、

調べものができるといった環境や、オンライン開催のイベントにより、図書館は「本と人」、本を媒介

として「人と人」をつなぐお手伝いをします。 

本や情報を媒介にした交流の場を、オンラインと対面との最適な組み合わせにより提供し、い

つでも、どこでも、誰もが気軽に利用できる身近な図書館を構築します。

① 知りたいにこたえる 

学びを通じて自分を磨き、人生を豊かにしましょう
「さいたま市生涯学習ビジョン」より 

② 本と人とをつなげる 

学びでつながる「学習コミュニティ」でネットワークをつくりましょう
「さいたま市生涯学習ビジョン」より 
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学んだことを、地域づくり、未来づくりに生かしましょう
「さいたま市生涯学習ビジョン」より

子どもの頃に出会うお気に入りの本は、かけがえのない宝物です。読書は、豊かな言葉と出会

い、知らなかったことを知る喜びを子どもに与えてくれます。1冊の本との出会いが、その子の人生

を支え、子どもの心に「生きる力」の種をまきます。その種が成長し、子どもの思考力や表現力を

高め、主体的に生きていく力として実を結びます。 

図書館は、子どもの身近にいる人々へ働き掛け、魅力あふれる活動を通じて、子どもと本との

出会いを応援します。また、家庭や保育園、幼稚園、地域や学校と連携・協働する取組をこれ

まで以上に充実させることで、「読書が好き」な子どもをたくさん育てます。 

地域にかかわる本を収集し保存することは、「地域の宝」を守ることでもあります。その宝を活用

して地域の人々と共に分かち合う活動を通して、地域の歴史や文化・伝統を100年先の未来

に伝えていきます。 

また、人々の学びや経験が地域社会の活動につながり活躍できる場と、活動から見えてくる課

題を学びによって解決する場が、スパイラルにつながり「学びと活動の好循環」が生まれるよう、全

ての図書館の枠を超えた連携したサポートにより、地域の未来の扉を市民と共にひらきます。 

また、人と人、人と地域をつなげて地域の未来をひらくため、ICT等最先端の技術の活用や、

学校・家庭・地域との連携・協働に加え、大学、企業、NPOや市民ボランティア団体など、多様

な主体とのネットワークを強化したダイナミックな取組を図書館 という 働き を通してコーディネートし

ていきます。

③ 子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ 

さいたま市子ども読書活動推進計画（第四次）では、図書館・保育所や幼稚園・学校・家
庭・地域が協力して、創造力や感性の豊かな子どもをはぐくむため「読書が好き」な子どもを増やすた
めの取組を記載しています。 

④ つながりから地域の未来をひらく 
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資料編 
１ 「第２期さいたま市図書館ビジョン」の位置付け

「第２期さいたま市図書館ビジョン」（以下、「第２期図書館ビジョン」という）は、「第２期さいたま市教育振興

基本計画」及び「さいたま市生涯学習ビジョン」を踏まえ、本市の図書館の基本理念と基本的方向性を示すもので

す。 

また、「第２期図書館ビジョン」は、上記計画やビジョンに加え、「図書館法」、「図書館の設置及び望ましい基準」

に則り、本市の図書館の目指すところを表すものです。 

なお、「さいたま市子ども読書活動推進計画（第四次）」は、「第２期図書館ビジョン」のもとに位置付けられて

います。 

図表１ 第２期図書館ビジョンの位置付け 

第２期さいたま市教育振興基本計画

さいたま市生涯学習ビジョン

さいたま市図書館ビジョン さいたま市公民館ビジョン

図書館法
図書館の設置及び
望ましい基準

さいたま市 
子ども読書活動 
推進計画 

QR 

QR QR 
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浦和区東高砂町11番1号 中央区下落合5丁目11番11号

048-871-2100　  048-884-5500   048-853-7816　  048-857-1946

浦和区北浦和1丁目4番2号 中央区大戸6丁目28番16号

048-832-2321　  048-832-2324   048-855-3735　  048-855-6173

緑区大字中尾1440番地8 中央区桜丘2丁目6番28号

048-875-9977　  048-875-9687   048-854-8636　  048-854-8694

緑区美園4丁目19番地1 岩槻区本町4丁目2番25号

  048-764-9610　  048-764-9622 048-757-2523　  048-758-5100

大宮区吉敷町1丁目124番地1 岩槻区本町3丁目1番1号

048-643-3701　  048-648-8460   048-758-3200　  048-757-8711

北区櫛引町2丁目499番地1 岩槻区東岩槻6丁目6番地

048-664-4946　  048-667-7715   048-756-6665　  048-756-8222

大宮区桜木町1丁目10番地18 桜区道場4丁目3番1号

048-649-5871　  048-649-5875   048-858-9090　  048-858-9091

西区大字西遊馬533番地1 桜区大字大久保領家131番地6

048-625-8831　  048-625-8833  ・  048-853-7100

西区三橋6丁目642番地4 北区宮原町1丁目852番地1

・  048-625-4319   048-669-6111　  048-669-6115

見沼区春野2丁目12番1号 北区吉野町2丁目195番地1

048-687-8301　  048-687-8306   048-662-5401　  048-653-8563

見沼区堀崎町48番地1 南区別所7丁目20番1号

048-688-1434　  048-687-9744   048-844-7210　  048-844-7207

見沼区大字大谷1210番地 南区根岸1丁目7番1号

048-682-3248　  048-687-3932   048-862-8568　  048-862-8589

見沼区染谷3丁目147番地1

048-682-1222　  048-682-1444

延床面積
　（㎡）

収容可能冊数
　　　（冊）

① 中 央 図 書 館 5,799 約700,000 ⑭ 与 野 図 書 館 2,487 約144,000

図 書 館 名
所在地

電話番号　FAX番号
延床面積
　（㎡）

収容可能冊数
　　　（冊）

図 書 館 名
所在地

電話番号　FAX番号

755 約61,000

③ 東 浦 和 図 書 館 2,206 約200,000 ⑯ 西 分 館 537 約46,000

② 北 浦 和 図 書 館 3,015 約250,000 ⑮ 与 野 南 図 書 館

1,020 約120,000

⑤ 大 宮 図 書 館 4,084 約341,500 ⑱ 岩槻駅東口図書館 594 約52,000

④ 美 園 図 書 館 600 約60,000 ⑰ 岩 槻 図 書 館

423 約40,000

⑦ 桜 木 図 書 館 570 約50,000 ⑳ 桜 図 書 館 2,976 約200,000

⑥ 大宮西部図書館 3,499 約515,000 ⑲ 岩槻東部図書館

305 約30,000

⑨ 三 橋 分 館 227 約34,000 北 図 書 館 2,114 約200,000

⑧ 馬 宮 図 書 館 537 約60,000 大久保東分館

504 約44,000

⑪ 大 宮 東 図 書 館 501 約79,000 武蔵浦和図書館 1,296 約80,000

⑩ 春 野 図 書 館 1,135 約80,000 宮 原 図 書 館

1,315 約98,000

⑬ 片 柳 図 書 館 586 約60,000

⑫ 七 里 図 書 館 365 約46,000 南 浦 和 図 書 館

37,450 約3,590,500合計

２ さいたま市図書館一覧  
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３ 各図書館の重点目標 
第2期図書館ビジョンで掲げた基本的理念、実現するための４つの基本的 方向性に沿って、 各図書館 は 
次のように 重点 目標 を掲げて実施します。      重点目標の数字① ④ 本ビジョン基本的方向性の数字

中央 

図書館

◆ さいたま市の図書館ネットワークの中枢として各拠点図書館を支援す

る役割を担います。 

◆ ビジネス、医療情報、法律情報、市民活動支援サービスなど充実した

コーナーを設置し、専門的な調査・相談にも重点的にサービスできる

体制を整えています。 

重点目標 

○市内最大の蔵書数と、専門書や各種データベースを活かし、市民の「知りたい・調べたい」を支え

ます。司書として専門性の高い職員が行うレファレンスサービスにより、利用者の生活上の困りご

との解決や、地域社会等の課題解決、仕事や研究の課題解決へと結び付ける機能を強化します。① 

○市の図書館を有機的につなげ横断的な活動を展開し、地域活性化のための橋渡しをして市民生活を

支えます。また、市の他機関と連携した生活に役立つ情報提供や、ビジネス支援を行います。④ 

北浦和 

図書館

北浦和で発見された「サツマイモ」の「紅赤」と浦和ゆかりの「うな
ぎ」にちなんだコーナーを設置し、関連資料を収集・提供しています。

市立小・中学校等の学校図書館をサポートする学校図書館支援センタ

ーがあります。

重点目標

○地域の情報を未来につなぐ活動として、地域の歴史・文化に関する資料を積極的に収集し、情報発

信に努めるとともに、市民や関連部署、団体等とのつながりの輪を広げていきます。④ 

○地域の保育園・学校等の子どもに係る施設や社会教育施設、ボランティア団体等と連携し、子ども

と家庭に本の世界の楽しさを伝える魅力あふれる活動をします。また、学校図書館支援センターで

は、学校図書館をサポートすることで子どもの読書活動を支援していきます。③ 

東浦和 

図書館

◆ 複合施設であるプラザイーストの１階に併設された図書館です。 

◆ 浦和レッズにちなんだサッカーコーナーや、家事、医療情報、ビジ

ネス等、テーマごとに本を並べた実用書コーナーがあります。

重点目標 

○プロサッカーチームのホームタウンという特性を生かし、チームと連携した企画や、サッカーに関

する本や情報の紹介等、読書の楽しみを広く伝える取り組みにより、本と人とのつながりを創出し

ます。② 

○他の機関と連携して郷土理解に役立つ講座を開催し、地域への関心を高めるとともに参加した人の

つながりづくりに努めるなど、地域の未来をひらくためのサポートを行います。④ 

担 当 地 区 図 書 館

美園図書館 
美園コミュニティセンター、美園教育相談室、周辺の小学校等と連携し

ながら、子どもたちの読書への興味・関心を高める事業を実施します。 
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大宮 

図書館

個人で読書や調べものができる学習スペース「学習支援室」や「スタ

ディコーナー」があります。 

◆ ３階の文学資料コーナーでは、戦後の代表的な女性歌人・大西民子に

関する資料の他、市とゆかりのある文学者や文学作品などを、展示の

入替えを定期的に行いながら紹介しています。 

重点目標 

○ 「にぎわいからハタラキを起こす」をテーマに、多くの人々の交流の拠点となるような賑わいと活

気のある図書館づくりを行います。② 

○ 地域の人々が図書館の行事やイベントを通じて集うことにより、人と人をつなげ、人と地域をつな

げ、これからのまちづくりをより豊かなものとするようサポートします。④

大宮西部 

図書館

館内に常設の「鉄道コーナー」を置き、定期刊行物『Train Library』

を発行して資料の紹介をしています。 

図書館から距離のある地域に移動図書館のステーションを設け、移

動図書館車あじさい号で巡回しています。 

重点目標 

〇移動図書館の活用等により、近隣地域はもとより、市内の他の地域の方々にも、最新の情報や読書

の楽しみ、喜びを届けていきます。① 

〇職員のアイデアを活かし、新しいイベントや展示、掲示等を行い、本と人、人と人とのすてきな出

会いの機会を増やし、「つながり」を創出していきます。②

担 当 地 区 図 書 館 

桜木図書館 
周辺で働くビジネスマンや、ビジネスに関心のある市民の手助けになる

よう、地域的に関心の高いビジネスに関する資料を積極的に収集しま

す。 

馬宮図書館 
園芸に関する本を集めた「花とガーデニングの本」のコーナーを常設

し、「作る楽しみ、育てる楽しみ」を応援します。 

三橋分館 
市内で一番コンパクトな図書館の強みを活かして、住民のニーズにあっ

た本を探しやすく配置します。 
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春野 

図書館

大宮アルディージャコーナーがあり、大宮アルディージャに関する資

料を取り揃えています。

開放感のあるドーム型吹き抜けの絵本コーナーがあり、子どもといっ

しょにくつろげる空間を提供しています。

重点目標 

○地域の身近な図書館として、区内の最新の情報や文化を積極的に発信していきます。また、地域の

歴史や文化を題材にした講座を開催し、参加した市民に、地域への愛着を持っていただくととも

に、相互につながりを持ち、さらにそのつながりから活動の輪が広がっていける取組を行っていき

ます。④ 

○子どもと本との出会いの場を増やして、子どもが読書を好きになり、子どもの豊かな心と生きる力

をはぐくめる環境をつくります。地域の保育園などの団体と連携・協働することにより、子どもの

読書活動を推進していきます。③ 

担 当 地 区 図 書 館 

大宮東図書館
武道関連の資料を積極的に収集し、スポーツや体力づくりなどに役立

ち、健康増進につながる情報を提供し、人と人とがスポーツ活動を通じ

てつながるお手伝いをします。 

七里図書館 
季節ごとにテーマ展示を行い、来館した方々への興味を高めてもらうこ

とで、本と人がつながるお手伝いをします。 

片柳図書館 
ウォーキングやサイクリングに適した自然豊かな環境のなか、健康増進

を推進する本を収集して、本と人とをつなげていきます。 

与野 

図書館

中央区の花「バラ」にちなんだ「バラのまち」コーナーを設置し、関

連資料を幅広く収集しています。 

◆ 子ども向けイベントや映画会等を開催し、読書のすばらしさと文化の

香りを提供します。

重点目標 

○地域の伝統や文化芸術に関する資料の収集を推進するとともに、市民や関連部署等と連携して地域

に関する資料を収集し保存していきます。また、資料の提供を通して地域活動を支援し、地域社会

における学びや活動の循環を生み出して、未来の地域づくりに貢献します。④ 

○子ども向けのイベントの開催や、児童書の紹介・展示、オンラインで図書館イベントを楽しめるコ

ンテンツの充実などの取組を通して読書が好きな子どもを育てるとともに、さまざまな団体と手を

携えて子どもの読書活動を地域全体に広めていきます。③④ 

担 当 地 区 図 書 館 

与野南図書館
小学校に隣接する図書館として、地域の子どもたちに読書の楽しさを伝

え、読書の習慣づけをサポートします。 

西分館 
人生100年時代の健康的な生活と福祉の増進に貢献できるよう、健

康・福祉関連の実用書を積極的に収集します。 
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岩槻 

図書館

「人形のまち岩槻」にふさわしい資料を集めた人形資料コーナーを

設置し、人形文化の醸成に努めています。

同じ建物内にある公民館と連携して、おはなし会や映写会等の事業

を開催し、地域のつながりと子どもの豊かな心をはぐくんでいま

す。

重点目標 

○岩槻人形博物館や区内で行われるイベント等と連携するなど、伝統文化の保存・活用・伝承の一翼

を担う拠点を目指します。④ 

○商店街に隣接した図書館ならではのビジネス支援を行うとともに、商工会や「にぎわい交流館いわ

つき」が行うイベントに合わせ、商店主や参加者をターゲットとした資料の紹介を行い、地域の未

来づくりに貢献します。④ 

担 当 地 区 図 書 館 

岩槻駅東口図書館
一般書・児童書のテーマ展示や、展示ケースでの新刊書の帯の展示によ

り、地域の皆様の「知りたい」に答えます。 

岩槻東部図書館
「ふれあいプラザいわつき」に併設した当館は、地域住民の交流と知の

拠点として、本や人でつながる図書館を目指します。

桜図書館

地域中核施設プラザウエストに、区役所とともに併設されている桜区

民の生活を支える図書館です。

区の特色である「川」、「サクラ・サクラソウ」をテーマにしたコー

ナーを設置しており、「浦和レッズレディース」や「五関の張り子」

等の地域の情報も発信しています。

重点目標 

○地域由来の伝統や文化に関する情報を、市民講座や展示等の事業を実施し、その魅力と価値を発信

することで、「つながり」を創出し地域の未来をひらきます。④ 

○子どもの心に生きる力の種を撒くため、スポーツチームやボランティア団体・学校等と連携・協働

し、多種多様な事業を通して子どもと本との出会いの機会を推進し、読書好きな子どもを増やしま

す。③ 

担 当 地 区 図 書 館 

大久保東分館
児童書の比率65％以上という高い割合を維持し、子どもの読書や子育

て支援に力を入れていきます。 
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北図書館
区役所、ホール等を備えたプラザノースの中にあり、区民が集う北

区の拠点となる図書館です。 

◆ 視聴覚ライブラリーを併設しており、市内の団体に上映用の機材・

教材の貸出を行うほか、映画の上映会を行っています。

重点目標 

○ 世界に誇る盆栽の魅力を発信するため、洋書も含め盆栽の関連図書を収集します。また、盆栽美

術館や盆栽村と連携・協働しイベントを開催するなど、地域の伝統産業を未来へ引き継ぎます。

④ 

○ 視聴覚ライブラリーでは、地域のアーカイブスやドキュメンタリー作品の上映会を催し、上映後

に意見交換会を設けるなど、人と人、人と地域の交流の拠点となります。②④ 

担 当 地 区 図 書 館 

宮原図書館 
「中山道コーナー」を設置し、街道の歴史や沿道の名所を紹介した資料

を積極的に収集します。 

武蔵浦和 

図書館

公共公益施設サウスピア内にあり、家族連れから高齢者の方まで、幅

広い年齢層に利用されています。 

◆ 中・高校生を主な対象としたヤングコーナーを設置し、若い世代への

資料提供サービスに力を入れています。 

重点目標 

○地域に関する本や情報と人を結び付けることにより、過去に学び未来をひらく一助となるよう、地

域の文化・伝統・歴史等に関する資料の継承に貢献します。②④ 

○育てを応援するために、本や情報を活用し、出産・育児・子どもと本等に関する市民の課題解決を

支援します。また、子育てを支援する様々な機関との連携協働によるおはなし会・講座を開催する

など、本と人、人と人をつなげることで包括的な子育て支援を目指します。①③ 

担 当 地 区 図 書 館 

南浦和図書館
さいたま市文化センターに隣接することから、音楽・演劇・舞踊・古典

芸術等の資料を積極的に収集します。 
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４ 政令指定都市図書館統計 
人口
(人)

市域面積

(km
2
)

図書館数
(館数)

蔵書冊数
(点)

来館者数
（人）

貸出冊数
(点)

予約件数
(点)

横浜市 浜松市 さいたま市 大阪市 横浜市 大阪市 横浜市

3,753,771 1,558 25 4,330,946 6,982,535 10,561,807 3,102,929

大阪市 静岡市 浜松市 横浜市 さいたま市 横浜市 大阪市

2,746,983 1,412 24 4,152,047 6,637,163 9,877,682 2,690,501

名古屋市 札幌市 大阪市 さいたま市 名古屋市 名古屋市 さいたま市

2,324,877 1,121 24 3,685,087 5,944,443 9,571,897 2,680,480

札幌市 広島市 名古屋市 名古屋市 大阪市 さいたま市 京都市

1,969,686 907 21 3,273,259 5,568,263 9,212,015 1,990,462

福岡市 京都市 熊本市 札幌市 神戸市 京都市 名古屋市

1,596,953 828 21 2,717,520 4,250,200 7,543,209 1,969,648

川崎市 岡山市 京都市 浜松市 京都市 川崎市 川崎市

1,535,415 790 20 2,486,804 4,025,116 6,537,162 1,892,090

神戸市 仙台市 新潟市 静岡市 川崎市 神戸市 神戸市

1,518,870 786 19 2,361,930 3,861,502 6,291,428 1,706,905

京都市 新潟市 横浜市 千葉市 札幌市 札幌市 札幌市

1,461,218 726 18 2,291,905 2,887,301 5,347,045 1,621,255

さいたま市 大阪市 千葉市 広島市 広島市 広島市 広島市

1,318,363 671 15 2,194,239 2,858,948 4,766,434 1,610,496

広島市 神戸市 川崎市 神戸市 浜松市 仙台市 千葉市

1,194,330 557 14 2,145,765 2,821,008 4,619,785 1,244,052

仙台市 北九州市 北九州市 仙台市 千葉市 浜松市 堺市

1,087,723 492 14 2,006,058 2,504,781 4,386,021 1,070,527

千葉市 横浜市 札幌市 福岡市 新潟市 新潟市 岡山市

980,824 436 12 1,997,353 2,414,446 4,204,403 860,434

北九州市 熊本市 静岡市 川崎市 北九州市 静岡市 浜松市

935,432 390 12 1,954,287 2,276,653 4,185,438 853,595

堺市 福岡市 堺市 京都市 静岡市 岡山市 新潟市

826,481 343 12 1,941,816 2,199,943 4,137,368 846,009

浜松市 相模原市 神戸市 新潟市 堺市 堺市 仙台市

800,870 329 11 1,902,827 2,001,220 3,886,601 834,407

新潟市 名古屋市 広島市 北九州市 相模原市 福岡市 福岡市

793,138 326 11 1,899,746 1,628,561 3,828,570 827,060

熊本市 千葉市 福岡市 堺市 仙台市 千葉市 静岡市

731,044 272 11 1,896,662 1,536,363 3,684,933 560,956

相模原市 さいたま市 岡山市 岡山市 熊本市 北九州市 相模原市

722,252 217 10 1,749,270 1,176,989 3,373,322 533,157

岡山市 堺市 仙台市 熊本市 福岡市 熊本市 熊本市

720,385 150 7 1,589,647 780,261 2,703,009 330,050

静岡市 川崎市 相模原市 相模原市 岡山市 相模原市 北九州市

699,946 144 4 1,496,652 565,444 2,316,641 130,502

政令市平均 1,385,928 623 15 2,403,691 3,146,057 5,551,739 1,367,776
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16 ※ 数値は令和元年度統計による。

令和元年度資料費
決算見込額
(千円)

施設密度
人口1人あたりの
蔵書冊数
（冊）

人口1人あたりの
来館回数
（回）

人口1人あたりの
貸出数
（冊）

人口1人あたりの
予約件数
（件）

1館あたりの
蔵書冊数
（冊）

仙台市 さいたま市 静岡市 さいたま市 さいたま市 さいたま市 相模原市

263,933 0.115 3.4 5.0 7.0 2.0 374,080

横浜市 川崎市 浜松市 浜松市 静岡市 京都市 仙台市

211,479 0.097 3.1 3.5 6.0 1.4 299,601

京都市 堺市 さいたま市 静岡市 岡山市 広島市 横浜市

194,421 0.080 2.8 3.1 5.7 1.3 231,154

さいたま市 名古屋市 岡山市 新潟市 浜松市 堺市 札幌市

191,276 0.064 2.4 3.0 5.5 1.3 226,248

大阪市 千葉市 新潟市 神戸市 新潟市 千葉市 神戸市

184,895 0.055 2.4 2.8 5.3 1.3 198,792

神戸市 熊本市 千葉市 京都市 京都市 川崎市 広島市

162,130 0.054 2.3 2.8 5.2 1.2 198,614

名古屋市 横浜市 堺市 名古屋市 堺市 岡山市 静岡市

158,839 0.041 2.3 2.6 4.7 1.2 196,147

静岡市 大阪市 熊本市 千葉市 川崎市 神戸市 福岡市

153,990 0.036 2.2 2.6 4.3 1.1 179,869

札幌市 福岡市 相模原市 川崎市 仙台市 新潟市 大阪市

124,499 0.032 2.1 2.5 4.2 1.1 179,570

岡山市 北九州市 北九州市 北九州市 神戸市 浜松市 岡山市

119,519 0.028 2.0 2.4 4.1 1.1 173,772

浜松市 新潟市 仙台市 堺市 名古屋市 大阪市 名古屋市

114,371 0.026 1.8 2.4 4.1 1.0 158,840

川崎市 京都市 広島市 広島市 広島市 名古屋市 堺市

107,831 0.024 1.8 2.4 4.0 0.8 157,840

広島市 神戸市 大阪市 相模原市 大阪市 横浜市 千葉市

106,169 0.020 1.6 2.3 3.8 0.8 152,422

北九州市 浜松市 神戸市 大阪市 千葉市 札幌市 さいたま市

106,169 0.015 1.4 2.0 3.8 0.8 146,482

福岡市 岡山市 名古屋市 横浜市 熊本市 静岡市 川崎市

105,104 0.013 1.4 1.9 3.7 0.8 138,955

新潟市 相模原市 札幌市 熊本市 北九州市 仙台市 北九州市

100,464 0.012 1.4 1.6 3.6 0.8 129,894

堺市 広島市 京都市 札幌市 相模原市 相模原市 浜松市

98,500 0.012 1.3 1.5 3.2 0.7 102,408

千葉市 札幌市 川崎市 仙台市 札幌市 福岡市 新潟市

82,012 0.011 1.3 1.4 2.7 0.5 99,973

相模原市 仙台市 福岡市 岡山市 横浜市 熊本市 京都市

81,063 0.009 1.3 0.8 2.6 0.5 96,850

熊本市 静岡市 横浜市 福岡市 福岡市 北九州市 熊本市

72,019 0.008 1.1 0.5 2.4 0.1 75,489

136,934 0.038 2.0 2.5 4.3 1.0 175,850
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第１章 「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画（前期）」の策定について 

１ 実施計画の目的と計画期間 

「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画」（以下、「第２期実施計画」）は、「第２期さ

いたま市図書館ビジョン※」（以下、「第２期図書館ビジョン」）を実現するため、個別の具

体的な事業を計画的かつ効果的に推進することを目的に策定しました。 

この実施計画は、「第２期さいたま市教育振興基本計画」の計画期間に合わせて、令和３

年度から令和７年度までの５年間を前期計画期間とし、令和７年度に見直しを行い、後期計

画を策定します。さらに、取組を一層推進していくために、毎年度、事業の進捗状況につい

て点検及び評価を行い、必要な措置を講ずるとともに、結果を公表します。 

※ さいたま市図書館は、「地域の知の拠点」としての使命を果たすことに加え、「新しい時

代の新たな学び」を支えるために、今後の取組の方向を示すものとして、図書館の中長

期的な未来像を示す「第２期さいたま市図書館ビジョン」を令和２年３月に策定しまし

た。 

◎ 計画期間 

事業年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

ビジョン実現

に向けた事業

取組

実施計画施行                見直し         見直し予定

検証・後期計画策定準備     次期ビジョン策定準備

図書館評価
毎年度、事業の進捗状況等を点検・評価し、必要な措置を講ずるとともに、

結果を公表する。

２ 



２ 「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画（前期）」の進行管理 

「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画（前期）」（以下、「第２期実施計画（前期）」）

は、長期的な視野に立って事業を推進するとともに、より地域に根ざした図書館運営を図り

ます。そのため、５年間の目標のみを設定し、毎年度の取組内容は設定しないこととしまし

た。

 全館の取組については「第２期実施計画（前期）」に沿って毎年度指標及び目標値を定め、

前年度に実施した事業の達成状況について「さいたま市図書館評価」を行うとともに結果を

公表し、翌年度の事業に反映します。

また、毎年度上半期終了時点で、各図書館の達成状況や達成数値等について進捗状況を

調査し、上半期の成果を確認し、下半期の行う事業の参考とすることで、年度内での速やか

な改善を図ります。

◎進行管理

Plan 

Do 

Check 

Action 

「第２期実施計画」に基づく評価指標設定

事業の実施

上半期終了後、各図書館の達成・進捗状況を確認

下半期に行う事業の参考とする

年度ごとにさいたま市図書館評価指標に基づく進捗状況調査と評価

評価結果を翌年度の評価指標に反映させる 

３ 



３ 「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画（前期）」の構成 

「第２期図書館ビジョン」では、「新しい時代の新たな学び」を支えるために、「本と人 

人と人とが出会う 知のひろば」を基本理念として掲げ、この理念を実現するために４つの

基本的方向性を定めました。

そこで、「第２期実施計画（前期）」では、４つの基本的方向性にそって、図書館の主な業

務を 17 に区分し実質的な目標を掲げました。

４ 

２．本と人とを

つなげる

１．知りたいに 

こたえる

本と人 人と人が出会う 知のひろば

基本理念

３．子どもの豊かな心と

生きる力をはぐくむ

４．つながりから

地域の未来をひらく

(１)レファレンスサービスの充実による市民の課題解決の支援

(２)市民の課題解決に役立てられる資料の提供

(３)図書館利用に障害のある方への支援

(４)専門的職員の養成による図書館サービスの質の向上

(５)図書館評価と市民意識の反映

(１)市民の多様な要求にこたえる資料の充実 

(２)情報発信による図書館利用の促進 

(３)講座等の催しと市民の交流の場の提供 

(４)資料の紹介による本との出会いの創出 

(５)安全で快適な環境の整備 

(１)子どもの世界をひろげる資料の紹介

(２)子どもが本に親しむ機会の提供

(３)家庭・学校等との連携による子どもの読書活動への支援

(１)地域の歴史と文化の保存

(２)市民との協働による地域交流の活性化と永続的な交流の場の提供

(３)市の各部署との連携による市民生活の向上 

(４)県・他自治体・民間等との連携による市民の知的活動への支援



１．知りたいにこたえる 

（１）レファレンスサービスの充実による市民の課題解決の支援

○ 現在までの取組状況   

• 図書館において、市民の求める資料や情報を探して提供するレファレンスの受付件数

は、25 館あわせて令和元年度は、約 11 万５千件となっています。 

• レファレンス事例は、国立国会図書館の「レファレンス協同データベース」に登録し

ており、令和元年度末現在で 1,707 件の事例がインターネット上に公開されています。 

• 中央図書館ではレファレンスの受付をメールでも行っており、必要な情報を来館せず

に入手することが出来ます。 

• オンラインデータベースは本に比べて、逐次更新されるために市民が常に最新の情報

に触れられるという利点があります。令和２年度現在では 23 種類のオンラインデータ

ベースを契約し、提供しています。 

○ 今後の取組の方向性 

特に、法律や経営情報に関するレファレンスについては、より最新の情報を提供するため

にオンラインデータベースを活用します。更に、寄せられた質問のうちさいたま市に関する

事例や過去に登録がない事例については、レファレンス協同データベースで公開し、同様の

質問について市民が参照できるようにします。レファレンスツールの紹介やデータベース講

習会の開催など、市民が欲しい情報を自分で探し出せるようにサポートするとともに、レ

ファレンスサービスの周知を行い、市民が気軽に質問しやすい空間を作ります。 

 これらの取組により市民の知る権利を保証し、課題解決を支援して、市民の「知りたい」

にこたえます。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 
現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

レファレンス受付件数 115,313 件 136,000 件 

【資料サービス課／拠点図書館】     

５ 



１．知りたいにこたえる 

（２）市民の課題解決に役立てられる資料の提供 

○ 現在までの取組状況

• 令和元年度末現在、さいたま市図書館は約 368 万点の図書館資料を所蔵しています。 

• 上記以外に 827 タイトルの雑誌と 112 タイトルの新聞を所蔵しています。 

• 各図書館で必要に応じて医療情報・ビジネス支援・子育て支援・外国語資料等のコー

ナーを設ける等、市民生活に役立つ資料を手に取りやすくする取組を行っています。 

• 来館しなくても利用できる電子書籍や音楽配信のサービスを行っています。 

• 国立国会図書館が所蔵するデジタル資料を閲覧・複写・視聴できるサービスを行って

います。 

○ 今後の取組の方向性 

医療、法律、ビジネス、子育て、福祉など、市民生活に役立つ資料を、目的に応じて探し

やすくするための工夫を行います。また、いつでも、どこでも、誰もが利用できる電子書籍

の提供や図書館ホームページを利用して、自身の読書記録を残せるようにするなど、ＩＣＴ

の活用を進めます。 

 これらの取組を通して、市民の生活・仕事に関する課題や、地域の課題解決に向けた活動

を支援します。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

知識の獲得に対する図書館資料の貢献度 - 3.79 

課題解決に対する図書館資料の貢献度 - 3.55 

新しいチャレンジに対する図書館資料の貢献度 - 3.63 

個人的な楽しみに対する図書館資料の貢献度 - 3.84 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】   

６ 



１．知りたいにこたえる 

（３）図書館利用に障害のある方への支援 

○ 現在までの取組状況   

• 図書館では、多くのボランティアに支えられて、利用に障害のある方へのサービスを

行っています。 

• 読むことに障害のある方に対しては、関係機関・団体と連携し、録音図書や点字図書・

点訳絵本の作成・貸出・対面朗読等を行っています。 

• 来館が困難な方へは、宅配による資料の貸出サービスを行っています。 

• 大活字本や朗読ＣＤ、やさしい説明で書かれたＬＬブックなどの多様な資料を収集・

提供しています。令和元年度末現在の所蔵数は、大活字本 16,637 冊、朗読ＣＤ3,407

点、ＬＬブック 33 冊です。 

○ 今後の取組の方向性 

図書館が提供するサービス内容について、必要な方に必要な情報が届くようにＰＲを行い

ます。また、図書館利用に障害のある方へ向けて、常に新しい技術の活用を検討し、それぞ

れの必要に応じた資料を提供します。医療施設や福祉施設等にも、図書館の本を届ける方法

を検討していきます。乳幼児から高齢者、外国人など、全ての方に対して、その方が必要と

する図書館サービスを受けられるように取組みます。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

バリアフリー資料の所蔵数 - 26,700 点 

【資料サービス課／拠点図書館】     

７ 



１．知りたいにこたえる 

（４）専門的職員の養成による図書館サービスの質の向上

○ 現在までの取組状況 

• 令和２年度現在では、配属の職員の 62.4％以上が司書資格を有しています。 

• 拠点図書館で計画的に行う研修の他に、中央図書館において各図書館から職員が集合

して行う研修を実施し、経験年数などに応じて計画的な育成を行っています。 

• 他局等で行われる研修に職員が参加するだけでなく、国や県など外部組織で主催され

る図書館専門研修や様々な分野の研修にも積極的に職員を派遣しています。  

• 埼玉県図書館協会が主催する埼玉県内の公共図書館員を対象とした研修会では、専門

委員会委員として企画に携わり講師を務めるなど、専門的職員としての知識を発揮し

ています。 

○ 今後の取組の方向性 

図書館に関する専門知識を有した職員を配置し、図書館サービスの質を向上させます。配

置した後も、職員の個々の熟練度を踏まえた育成計画を設定し、その専門性を高めます。さ

らに、外部組織が実施する研修に対しては積極的に職員を派遣することで、より広範な専門

知識の獲得に努めます。 

 こうした取組によって、市民の高度で多様な要望に応えられる専門的な職員を養成します。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度  

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

図書館専門研修の実施回数 - 300 回 

【資料サービス課／拠点図書館】     

８ 



１．知りたいにこたえる 

（５）図書館評価と市民意識の反映 

○ 現在までの取組状況   

• 「さいたま市図書館の利用に関するアンケート」は、施設や予約サービス、職員の対

応などについて回答してもらいます。令和元年度の利用者満足度は、「満足」と「やや

満足」を合わせ 90.9％となりました。 

• 図書館法第７条の３及び「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に基づき運営状

況の評価を実施しています。令和元年度の図書館評価は、「目標を達成できた」と「ほ

ぼ達成できた」を合わせ、基本方針 22 項目で 86.4％と高い達成率となりました。 

• 図書館長が運営に関して委員に諮問を行い、委員から図書館長へ図書館サービスにつ

いて意見を述べる場として、図書館協議会を年間３回開催しています。 

• 令和元年度から導入した指定管理者制度においては、指定管理者の業務に対して月１

回の評価を行い、適正な図書館運営を図っています。 

○ 今後の取組の方向性 

図書館の実施するサービスが適切であるか、図書館ビジョンに基づいた指標により評価し

公表します。図書館の利用に関するアンケートを実施し、市民の声にこたえ必要な改善を行

います。図書館協議会を開催して市民等の意見を聴き、これを反映することで、図書館機能

をより充実させます。 

指定管理者や窓口業務の委託業者が行う業務については、市が定めた基準に従って評価し、

市民にサービスが適切に提供されているかを管理します。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

利用者満足度 90.9％ 93.0％ 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】     

９ 



２．本と人とをつなげる 

（１）市民の多様な要求にこたえる資料の充実

○ 現在までの取組状況 

• 魅力ある新鮮な書架を保つため、新刊の購入とともに、計画的な資料の買い直しを行っ

ています。限りあるスペースを有効に使うため、各館の収集・保存分担に基づいて資

料を収集・保存しています。 

• 市民の潜在的なニーズに的確にこたえるため、「さいたま市図書館資料選定会議運営基

準」に基づき、一般書及び児童書の選書会議を原則週に１回それぞれ開催しています。 

• 令和元年度末現在、さいたま市図書館は 19,437 冊の外国語資料を所蔵しており、内訳

は一般書 9,337 冊、児童書 10,100 冊です。 

• 外国語資料のうち、英語で書かれたものは 8,094 冊、中国語で書かれたものは 255 冊、

韓国語で書かれたものは 266 冊です。

○ 今後の取組の方向性 

「さいたま市図書館資料取扱要領」に基づき、市民の課題解決・調査研究・文化・教養・

レクリエーション等に資する資料を幅広く収集します。魅力ある新鮮な書架を保つため、各

図書館で毎年度収集を強化する分野、買い直しを進める分野など収集方針を定め、計画的に

資料の収集に努めます。 

また、様々な言語や文化に対する相互理解を深めるために、外国語資料の収集に努めます。

日本語以外を母語とする市民に対しても、それぞれの必要に応じた資料を提供します。 

この積み重ねによって、高度化、多様化する市民の要求に的確にこたえられる資料を用意

します。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度  

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

蔵書新鮮度 3.6％ 3.6％ 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】     

10



２．本と人とをつなげる 

（２）情報発信による図書館利用の促進 

○ 現在までの取組状況 

• 令和元年度は、さいたま市図書館全館では延べ約 660 万人の方が来館しており、約 920

万点の資料が貸出されています。 

• 図書館ホームページでは、開館状況やイベントの開催状況等の情報の他、図書館周辺

の地域や郷土についてのクイズを出題する「地域もの知りけんてー」、「図書館のひみ

つ」や「おうちでできる工作」などを動画や画像で紹介する「としょ丸チャンネル」

等、来館しなくても楽しめるコンテンツを提供しています。 

• メールマガジンやＳＮＳ（ツイッター）を活用して、さいたま市図書館の最新情報を

発信し、図書館利用の普及を行っています。 

• 報道機関にはイベントやサービスについて情報提供をしているほか、地元ＦＭ局の協

力で図書館からのお知らせを毎週放送しています。 

○ 今後の取組の方向性 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して図書館の最新情報や来館しなくても楽しめるコンテン

ツ等を発信し、図書館利用を促進します。図書館を利用したことのない人にもサービスの内

容を知らせるよう、パブリシティを活用する等、ＰＲを強化します。「さいたま来ぶらり通

信」をはじめ、図書館の情報を発信する印刷物を作成し配布します。

 こうした情報発信に努めることで、新規利用者を増やし、利用層を広げて、図書館利用の

促進につなげます。

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 
現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

貸出総数 9,253,983 点 9,945,000 点 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】 

11



２．本と人とをつなげる 

（３）講座等の催しと市民の交流の場の提供 

○ 現在までの取組状況   

• 図書館ではあらゆる世代を対象に、おはなし会、映画会、講座や展示会等多彩な事業

を開催しています。 

• 令和元年度は、さいたま市図書館全館で、ビジネス支援講座・相談会を 38 回、一般向

け講座を 52 回、一般向け映画会を 53 回、児童向け行事を 846 回開催する等、様々な

文化事業を延べ 1,525 回開催しました。 

• 令和元年度は、若者向けに本を通じたコミュニケーションの場を提供し、その活動を

図書館で発表するイベント「図書館部」を開催しました。 

• 事業開催時にはアンケートを実施して、ニーズの把握に努め、市民のアイディアを活

かした事業を企画・開催しています。 

○ 今後の取組の方向性 

地域の環境や社会情勢のニーズを踏まえ、あらゆる世代に向けた事業を企画・開催し、市

民の文化活動や読書活動を支援します。講座等の開催時にアンケートを実施し、市民のアイ

ディアを活かした関心の高い事業を行います。また、図書館の効果的な利用方法の講習やオ

ンライン講座等を開催し、市民の情報リテラシーの向上を図ります。 

 こうした様々な事業の開催を通して、市民の学びのきっかけをつくり、交流の場を提供し

ます。

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 
現状 目標 

令和元年度 令和７年度

講座等の満足度 88.2％ 90％ 

【資料サービス課／拠点図書館】     

12



２．本と人とをつなげる 

（４）資料の紹介による本との出会いの創出 

○ 現在までの取組状況   

• 各図書館では、「Fly me to the moon」「ヒックリカエル」「○日坊主になろう！」等、

様々な工夫を凝らしたテーマを設定して、資料を展示しています。 

• 「本の福袋」等、市民と本との新たな出会いを演出する取組を実施しています。 

• 講座等の開催に合わせた本の展示・貸出を行っています。 

• 展示に関連したブックリストを作成し、幅広い資料の紹介を行っています。 

• 参加者が持ち寄った本の魅力について紹介しあうビブリオバトル等、資料を通して

人々が交流する機会を設けています。 

• ＳＤＧｓの普及のために、17 の目標に沿った資料展示やブックリストの提供を行って

います。 

○ 今後の取組の方向性 

読書の楽しみを広く伝えるため、未知な分野へ関心を高めるため、市民と本との新たな出

会いを演出する取組を実施しています。テーマ展示や事業にあわせてブックリストを作成し、

図書館の分類にとらわれない資料の紹介を行います。ビブリオバトル等の市民相互による資

料の紹介を推進します。ＳＤＧｓについては、あらゆる分野の図書を利用してテーマに沿っ

た資料展示を行い、水先案内となるブックリストの提供を行う等、市民に課題と目標を周知

していきます。 

 こうした取組により、市民とまだ見ぬ本との出会いを創出し、知的世界を広げる手助けを

します。

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度  

指標項目  【所管】 
現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

テーマ資料展示の実施回数 822 回 958 回 

【資料サービス課／拠点図書館】     

13



２．本と人とをつなげる 

（５）安全で快適な環境の整備 

○ 現在までの取組状況 

• 計画的に図書館施設・設備の改修を行うため、平成 28 年３月に「さいたま市図書館施

設リフレッシュ計画」を策定しました。 

• 災害や事件・事故などに対して「図書館危機管理対応マニュアル」を作成し、避難誘導

などの訓練を継続して実施するなどして、各館での危機管理体制を構築しています。 

• 個人情報の取扱い等、情報セキュリティやコンプライアンスに関する研修を各拠点図

書館で実施するとともに、受託業者にも遵守を徹底させています。 

• 平成 30 年度には「Saitama City Free Wi-Fi」が導入され、市内のいずれの図書館で

も Wi-Fi を利用できる環境が整いました。 

• 通勤・通学の途中や外出した際に返却できるよう、「さいたま市図書館専用返却ポスト」

を東浦和・宮原・西浦和駅前に設置しました。 

• プライバシー保護と迅速な貸出手続を行えるよう、全館に自動貸出機を設置しました。 

○ 今後の取組の方向性 

誰もが安全で快適に使える施設を維持するため、「第２次さいたま市図書館施設リフレッ

シュ計画」に基づき、施設・設備の改修を行います。防災訓練や情報セキュリティ研修を実

施することで、災害や事件・事故に対して適切な行動をとり、被害を最小限に抑えます。全

世界で流行した新型コロナウィルス感染症のような、前例のない緊急事態に対しても、市民

の安全を最優先とした対応を迅速に図った上で、提供可能なサービスについて探り、図書館

の役割を果たします。また、知のセーフティネットとして市民の情報収集ツールである、イ

ンターネット閲覧端末を設置するとともに、Wi-Fi 環境を提供します。 

誰もが利用できる場所として、市民と情報をつなぎます。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

防災・消防訓練の実施回数 - 36 回 

【管理課／拠点図書館】     
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３．子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ 

（１）子どもの世界をひろげる資料の紹介 

○ 現在までの取組状況   

• 乳幼児から高校生を対象に、図書館員がおすすめの新しい本を紹介する「本は王さま」

や小学生向けの読書案内の「としょ丸しんぶん」等、児童書に親しむことができる刊

行物を定期的に発行しています。 

• 子どもの知的好奇心にこたえるため、季節や年中行事にあわせてテーマを決め、資料

を展示し貸出すコーナーを設けています。 

• 各図書館独自のブックリストや子ども要覧を作成し、配布しています。 

• 児童書についての幅広い知識を身につけ、より質の高い資料案内を行うため、中央図

書館を中心とした内部研修を開催するとともに、外部研修へ職員を派遣しています。 

○ 今後の取組の方向性 

子どもの知的好奇心にこたえるとともに、子どもに読書の楽しみを伝えていきます。各館

で行うテーマ展示や、「冬の読書キャンペーン」の実施等を通して、おすすめする児童書の

ブックリストを作成、配布し、子どもが読書に関心を持つきっかけを様々な角度から提供し

ます。また、より質の高い児童サービスを提供するために、内部研修の開催や外部研修への

派遣により、児童サービス担当職員を養成します。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

子ども向けブックリストの作成数 - 42 点 

【資料サービス課／拠点図書館】     
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３．子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ 

（２）子どもが本に親しむ機会の提供 

○ 現在までの取組状況   

• 図書館や本に親しみをもってもらうために、令和元年度には、あかちゃんおはなし会

などのあかちゃん・保護者向け催しを 355 回、おはなし会や夏休み工作教室など児童

向けの催しを 846 回実施しました。 

• 中学生・高校生の図書館利用を促進するため、本の修理や本の紹介カード作り等のボ

ランティア体験ができる「さいたま・ライブラリー・サポーターズ（通称：リブサポ）」

や、おすすめの本を持ち寄って魅力を 1人ずつ紹介する「ビブリオバトル はぴの陣」

を実施しています。 

• 高校生と図書館員のおすすめ本を相互に紹介する交換展示を、市立浦和高校・大宮北

高校・大宮工業高校と実施しています。 

• 市立高校の生徒が選んだおすすめの本を、高校生のオリジナルＰＯＰとともに展示す

る市立高校４校ＰＯＰバトルを実施しています。 

○ 今後の取組の方向性

図書館や本に親しみを持ってもらうために、各図書館で子ども向けの催しを実施します。

また、中学生や高校生の図書館利用を促進するために、図書館ボランティア体験や中学生・

高校生向けの催し等を実施します。特に、おすすめの本を持ち寄り、魅力を紹介し合うビブ

リオバトルについては、今後さらに力を入れて実施します。また、ＩＣＴを活用して、本に

親しむ機会を増やしていきます。

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

おはなし会の開催回数 - 1,090 回 

【資料サービス課／拠点図書館】     
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３．子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ 

（３）家庭・学校等との連携による子どもの読書活動への支援

○ 現在までの取組状況   

• １か月に１冊も本を読まない不読者の減少を目指して取り組んできました。中長期的

には改善傾向も見られるものの、全体的に学年があがるにつれて不読者の減少率は少

なくなっています。 

• 家庭へ向けた取り組みとして、子育て世代を対象とした読み聞かせ講座を開催する等

「子どもと一緒に読書タイム」を推進しています。 

• 令和元年度には、職場体験を 70 回受け入れ、訪問おはなし会を 180 回実施する等、学

校・保育所との連携事業を実施しています。 

• 学校図書館支援センターを中心に、学校図書館向け資料や教科関連図書の収集・貸出

等学校図書館への支援を行っています。 

• ボランティアを対象とした読み聞かせ講座の開催など、地域で活動する読み聞かせボ

ランティアへの支援を行っています。 

○ 今後の取組の方向性   

「さいたま市子ども読書推進計画（第四次）」に基づき、図書館が主体となり家庭・地域・

学校と連携して、子どもが読書の楽しさや大切さを知ることができるような環境を作り、子

どもが読書を好きになる取組を推進します。「さいたま市子ども読書の日」を新たに創設し、

様々な機関と連携して普及啓発するとともに、子どもの読書活動を推進します。

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度   

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

読書が好きな子どもの割合（小学生） 79.9％ 85.0％ 

読書が好きな子どもの割合（中学生） 71.8％ 76.0％ 

読書が好きな子どもの割合（高校生） 78.3％ 85.0％ 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】   
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４．つながりから地域の未来をひらく 

（１）地域の歴史と文化の保存

○ 現在までの取組状況 

• さいたま市図書館は、さいたま市や埼玉県に関連する資料を地域・行政資料として収

集しており、令和元年度末現在、153,807 点所蔵しています。 

• 市民に地域の魅力を伝えるために、北浦和図書館では「読むうなぎ」、「読むサツマイ

モ」、東浦和図書館では「We read REDS!」、大宮西部図書館では「Train Library」、与

野図書館では「バラのまちだより」等、地域の特色にちなんだ資料の紹介紙を発行し

ています。 

• さいたま市が作成した刊行物を中心に、行政に関する資料・情報の収集、提供及びレ

ファレンスサービスを積極的に行っています。  

• 地域・行政資料を将来にわたって継承していくため、各機関と連携して網羅的な資料

の収集につとめるとともに、著作権の処理が完了した資料についてはデジタル化を行

い、Web サイト上で公開しています。 

• 石井桃子氏や瀬田貞二氏、大西民子氏等、さいたま市ゆかりの文学者の資料の収集と

保存を行い、図書館ホームページなどで顕彰・紹介をしています。 

○ 今後の取組の方向性 

地域・行政資料を「さいたま市図書館地域資料収集方針」及び「さいたま市図書館資料収

集・保存分担基準」に基づき、収集・保存します。 

地域資料担当者会議を開催して所蔵館の調整や交換を行い、地域・行政資料を有効に活用

できるようにします。 

 このような収集・保存活動によって、地域の歴史や文化・伝統を 100 年先の未来に伝えて

いきます。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度 

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

地域・行政資料の蔵書数 153,912 点 177,500 点 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】     
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４．つながりから地域の未来をひらく 

（２）市民との協働による地域交流の活性化と永続的な交流の場の提供

○ 現在までの取組状況 

• 令和元年度には、おはなし会や古本バザールなど、各ボランティア団体と協働した事

業を延べ 719 回実施しました。ボランティア支援にも力を入れ、ボランティア向けの

講座・講演会を実施しました。 

• 地域で開催されるイベントに参加し、図書館頒布物の配布や関連資料の展示を行いま

した。 

• 市で活動している文化団体に向けて、集会室や視聴覚ホール等、文化施設の貸出を行っ

ています。令和元年度は、会議室・集会室の利用が延べ 845 回、視聴覚ホールの利用

が延べ 321 回、展示ホール・ギャラリーの利用が延べ 35 回ありました。 

• 図書館友の会による図書館ボランティアが実施されており、休館日に書架の整理や図

書の修理の支援活動が行われています。 

• 「さいたま・ライブラリー・サポーターズ（通称：リブサポ）」では、友の会と中高生

の世代間交流の機会を持つことができました。

○ 今後の取組の方向性 

図書館で活動するボランティアを育成し支援するとともに、ボランティア・地域団体と連

携した事業を実施します。また、市民活動を支援し、市民が活躍できる場や機会を提供する

とともに、地域での催し物等に参加します。 

 こうした市民との協働によって、地域交流の活性化に努めていきます。

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度   

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

ボランティアとの協働事業数 86 事業 110 事業 

【資料サービス課／拠点図書館】     
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４．つながりから地域の未来をひらく 

（３）市の各部署との連携による市民生活の向上

○ 現在までの取組状況   

• よりよい政策立案のために市の各部署に対して支援を行っています。令和元年度は、

各部署に対して、63 件の資料の貸出を行い、33 件のレファレンスに対応しました。 

• うらわ美術館と連携して、毎年美術館でのおはなし会を実施しています。令和元年度

は、「ブラティスラヴァ世界絵本原画展―BIB で出会う絵本のいま―」に関連する絵本

の読み聞かせを延べ 10 回行い、延べ 352 人が参加しました。また、公民館でのおはな

し会や共催講座、博物館との連携講座等も実施しました。 

• 令和元年度は、市内各部署と連携し、地価についてのパネル展示（開発調整課）等、30

件の行事を開催しました。 

• 市内の生涯学習関連施設が、同時期に同じテーマで各施設の特色を活かした展示や講

座を、2020 年まで３年間開催する「学びのネットワーク」において、特別展示を実施

しました。 

○ 今後の取組の方向性 

市民の興味や関心を広げるために、公民館、博物館、美術館等の教育・文化施設と連携し

た事業を行います。また、来館しなくても利用ができるオンライン上でのコンテンツ公開等

の連携の方法について研究します。さらに、庁内の行政事務・業務に関して、必要な資料や

情報を提供する行政支援サービスを行い、市の政策立案のために図書館の資料や情報を活用

します。出前講座制度等を活用した他部署との連携事業を実施します。 

 このように、市の各部署や関連機関と連携・協働を進め、地域の特色を活かしたサービス

を行い、市民生活の向上を図ります。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度   

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

さいたま市各部署との連携機関数 - 27 機関 

【資料サービス課／拠点図書館】     
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４．つながりから地域の未来をひらく 

（４）県・他自治体・民間等との連携による市民の知的活動への支援

○ 現在までの取組状況

• 令和元年度は、さいたま市未所蔵資料のリクエストにこたえて、9,361 件の資料を県内

外の他自治体図書館から借受け、利用者に提供しました。また、8,554 件の資料を他自

治体図書館に貸出しました。 

• 毎年、県外他自治体と連携し、地域の観光・文化等を相互に紹介する交換展示を行っ

ています。 

• ビジネス支援機関と連携し、創業に関する相談会やセミナーを実施しています。 

• Ｊリーグクラブチームと連携し、毎年、スタジアムでおはなし会や、選手が薦めるブッ

クリストの作成等を行っています。 

• 大学生の図書館実習等の受入を行っています。 

○ 今後の取組の方向性 

市民の調査・研究のために、希少な資料を県内外の図書館等より借用して提供します。ビ

ジネス、法律、医療、健康、福祉及び子育て等、市民の暮らしにかかわる分野について、情

報提供に努めるとともに各分野の専門機関との連携・協働を行います。スポーツチーム等と

の連携・協働・協力により展示コーナーの設置やイベントの開催等を行います。大学生・社

会人等のインターンシップ・図書館実習を積極的に受け入れます。また、多様な主体とのネッ

トワークを強化したダイナミックな取組を図書館という働きを通してコーディネートしま

す。 

このような連携による情報やサービスの提供によって、市民の知的活動への支援を行いま

す。 

○ 目標指標：令和３年度～令和７年度   

指標項目  【所管】 現状 目標 

令和元年度 令和７年度 

さいたま市以外の自治体及び NPO 等民間との連携機関数 - 18 機関 

【管理課／資料サービス課／拠点図書館】     
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資料編 

１ 計画の推進 

『第２期さいたま市教育振興基本計画～人生 100 年時代を豊かに生きる「未来を拓くさいたま

教育」の推進』の推進 

 平成 31 年３月に出されたこの計画は、さいたま市の教育が目指す人間像として「世界と向き

合い 未来の創り手として 輝き続ける人」を掲げ、５つの基本的方向性が示されました。図書

館ではここにあげられた「生涯にわたって質の高い学びを続けられる環境を整備する」ことを第

１目標に、この計画を推進していきます。

『さいたま市生涯学習ビジョン』の準拠 

令和２年度に発行した『さいたま市生涯学習ビジョン』では、目指す方向性として「生涯の学

びを通じて 自分とまちが輝く未来」を掲げ、個人の成長、輪の成長、まちの成長のためにさい

たま市が生涯の学びをサポートするとしています。その方針のもと、図書館は市民の学びを支え

る「地域の知の拠点」としての役割を担っていきます。

「さいたま市図書館施設リフレッシュ計画」の推進 

平成 28 年３月に策定した「さいたま市図書館施設リフレッシュ計画」に基づき、平成 27 年度

から令和２年度（計画時表記：平成 32 年度）にかけて、築後 20 年以上の図書館 12 館の改修工

事を行いました。引き続き「さいたま市図書館施設リフレッシュ計画（令和 3 年 3 月改定）」に

基づき改修を進めるとともに、安全安心に利用できるよう必要な修繕を行います。

「さいたま市子ども読書活動推進計画（第四次）」の推進 

平成 18 年 3 月に「さいたま市子ども読書活動推進計画」を策定し、学校司書の配置・学校図

書館の蔵書一元管理・子どもへの読書案内の充実等、子どもの不読率の低減を図ってきました。

新たに策定される「さいたま市子ども読書活動推進計画（第四次）」では、「読書が好きな子ども

を増やす」ことを目標に掲げ、家庭・地域・学校等の関係各所と連携し、さらに子どもたちに読

書の楽しさを伝える取組を行っていきます。

22



２ 図書館をめぐる法改正等の動向 

平成 27 年４月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、新しい教育委

員会制度が始まり、この規定に合わせて、さいたま市でも平成 27年９月「さいたま市教育大

綱」を制定しました。ここでは、生涯を通じた学びの充実やその成果の活用の項目で、図書館

を含む施設の充実と資料の収集、学習機会の提供があげられています。平成 30 年３月に策定

した「第２期さいたま市教育振興基本計画」では、改めてさいたま市教育ビジョンが示され、

グローバル社会で活躍できる豊かな人間性や人生 100 年時代を輝き続ける力の育成などの方向

性が示されました。また、平成 26年６月「学校図書館法」が改正され、学校図書館に学校司

書を置くよう努めなければならないことが初めて明記されました。さいたま市では学校司書を

全校に配置し、学校図書館支援センターを中心に図書館と連携しています。

平成 28 年４月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

また、令和元年６月 21日には、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バ

リアフリー法）」が成立し、令和２年７月には「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る基本的な計画」（「読書バリアフリー基本計画」）が策定・公表されました。さいたま市図書

館では、従来から障害に合わせた各種のサービスを展開してきましたが、アクセシブルな電子

書籍等の作成や提供など、より積極的な取組が期待されているところです。

平成 28年 12 月には「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る法律（教育機会確保法）」が成立しました。不登校の児童生徒のために学校復帰を前提とし

ていた従来の対策から、学校外での多様で適切な学習活動の重要性を認めたものです。多様な

学びを保障する機関としての図書館の役割も重要であると考えられます。

平成 30 年「第３期 教育振興基本計画」が閣議決定され、今後の教育政策に関する基本的な

５つの方針が示されました。この中で「生涯学び、活躍できる環境を整える」「誰もが社会の

担い手となるためのセーフティネットを構築する」ことは、まさに図書館の重要な役割と考え

られます。

平成 30 年３月に閣議決定した文化芸術振興基本計画では、目標１の中で、「言葉は、論理的思

考力、想像力、表現力などの基盤であり、意思疎通の手段であると同時に、その言葉を用いる

人々の生活や文化とも深く結びついている。」とし、文章やセリフなどを用いる各種の創作活

動・創作物は言葉がなければ成立しないものであり、その多くは言葉によって後世に伝えられ

ており、また方言は地域の生活や文化と密接に関係して多様な地域文化の重要な要素であると

しています。また、【戦略】のなかでは「図書館が資料や情報等の継続的な収集、調査研究へ
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の支援や資料の利用相談、時事情報の提供等の機能を充実させることにより、地域を支える情

報拠点となるよう、先進事例の収集・情報提供や図書館の充実方策を提示するなどの支援を行

う。」とあり、図書館が地域文化の伝承、地域の情報拠点としての役割を担うことが掲げられ

ています。

「子ども読書活動の推進に関する法律」（平成 13年 12 月 12 日法律第 154 号）に基づき、平成

30 年４月に第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（2018 年度～2022 年度）」が

閣議決定しました。この中で、地域における図書館の役割・取組として、図書館資料及び施設

等の整備・充実、図書館における子どもや保護者を対象とした取組（読み聞かせ会等）の企

画・実施、図書館における司書・司書補の適切な配置・研修の充実、学校図書館やボランティ

ア等との連携・協力があげられています。

令和元年 8月には活字文化議員連盟 公共図書館プロジェクトによる「公共図書館―「新しい

公共」の実現をめざす－」が発表され、首長の指導力と住民参画による図書館運営、 ＭＡＲ

Ｃ選択の多様性確保とＮＤＣの付与、図書納入は地域書店を優先、司書の社会的地位の確立、

新しい評価指標づくりの５つの提言が示されました。図書館をとりまく急速な変化に対応する

総合的な施策の策定の必要性から「わが国の公共図書館のあり方に関する協力者会議」（仮

称）の設置、また図書館の評価指標を策定するため「公共図書館評価指標に関する協力者会

議」（仮称）を設置が提案されています。

令和２年 12 月に、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「図書館関係の権利制限規定の見

直し（デジタル・ネットワーク対応）に関する中間まとめ」が発表されました。権利者の利益

保護に配慮しつつ、デジタル・ネットワーク技術を活用した国民の情報アクセスを充実させる

という観点から、（1）入手困難資料へのアクセスの容易化（著作権法第 31 条第 3項関係）

（2）図書館資料の送信サービスの実施（著作権法第 31 条第 1項第 1号関係）の２点につい

て、各家庭での閲覧を可能にするため著作権の見直しや出版者の補償金について検討されたも

ので、政府に対して早急な法整備を求める内容となっています。
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３ 社会情勢の変化 

少子高齢化と働き方改革 

国立社会保障・人口問題研究所発行の『日本の地域別将来推計人口 平成 30 年推計』によれ

ば、さいたま市の老年人口は、平成 27（2015）年の 22.8％から令和 12（2030）年には 27.3％に

増加する見込みとなっています。また、15歳未満の年少人口は平成 27 年（2015）の 13.1％から

令和 12（2030）年には 11.6％に減少し、少子高齢化が進む見込みです。 

このように生産年齢人口1が減少する一方、「人生 100 年時代」といわれる時代となり、厚生労

働省では、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会の実現に向

けた社会的な機運の醸成を図ることとしています。その人の年齢などにかかわらず、働く人々が、

個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするのが「働き方改革」です。

平成 30 年「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、長時間労働

の是正や有給休暇の消化義務、多様な働き方の実現、高度プロフェッショナル制度の創設等が規

定されました。

また、「引退後」の長い余暇時間の充実も課題です。趣味や自己啓発のための学習、地域活動

やボランティア活動への関心も高まると考えられます。

こうした社会情勢の中で、余暇時間の有効活用、スキルアップのための自主学習など、図書館

が活用される機会が増え、また、地域での交流の場が求められます。

1 生産年齢人口とは、労働意欲の有無に関わらず日本国内で労働に従事できる年齢の人口。
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格差社会と貧困問題 

平成 27年 12 月に厚生労働省は「相対的貧困率等に関する調査分析結果について」を発表しま

した。これによると、全国消費実態調査と国民生活基礎調査とでは数値に違いはあるものの、い

ずれも相対的貧困2率は、高齢の単身世帯とひとり親世帯の割合が高くなっています。また相対的

貧困の割合は前回の調査より多くなっています。

親の経済的困窮は、子どもの教育環境や進学状況に影響を及ぼし、貧困の連鎖を招く原因の一

つとなっています。平成 29 年に経済同友会は『子どもの貧困・機会格差の根本的な解決に向け

て』のなかで、国民・国・地方自治体・企業が共通認識すべき事項のひとつに「教育こそが貧困

の連鎖を断ち切る鍵である。」をあげています。令和元年 11 月に政府は「子供の貧困対策に関す

る大綱」を改訂しました。子どもたちの教育支援や生活支援に加え、ひとり親への就労支援も重

点施策としてあげられています。

図書館は、こうした子どもたちへの学習を補助する図書の提供や、就労のための自主学習の資

料提供のほかに、家庭でも学校でもない第３の居場所としての役割を果たすことができます。

在留外国人の増加と経済のグローバル化 

平成 30年 12 月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が制

定され、令和元年６月には「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」が

閣議決定されました。さいたま市においても外国人の労働者の増加が見込まれ、在留外国人への

情報提供や日本語習得への支援が必要となっています。市内には中国・韓国・ベトナムの在留外

国人が年々増加していることから、そうした人々に対する図書館サービス、特に子どもに対する

サービスの必要性も高まると考えられます。

また、インターネットを通じたコミュニケーションも地球規模に広がり、経済活動においても

世界情勢の影響を強く受けるようになりました。このため、日本人の外国語習得や、外国人、日

本人が相互に異なる文化を理解し尊重する柔軟な視点を持つことが大切です。図書館では、多言

語習得のための資料提供や、在留外国人の日本語習得のための資料提供を中心に、必要なサービ

スの展開が求められます。

2 相対的貧困とはその国の大多数の生活水準より困窮している状態。世帯の所得が、その国の等価

可処分所得の中央値の半分に満たない状態をいう。

0.00%
0.50%
1.00%
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情報技術の発達 

平成 25 年に策定した「第１期図書館ビジョン」で図書館を取り巻く状況としてあげたインター

ネットを利用した情報化は、この８年間でさらに進んでいます。誰もが手軽に情報を得、情報を

発信することができるようになり、また、ＡＩ（人工知能）の急速な進化によって、さまざまな

分野においてデータを解析して処理を行うことができるようになってきました。この第四次産業

革命ともいわれる変化は、単なる技術革新のみならず、ＡＩ自身がデータを解析することにより、

独自に判断を行う、という点で、今までとは違う考え方が必要となってきます。

内閣府の「令和元年度 年次経済財政報告」では、「ＩｏＴ、ＡＩ、ロボット、ビッグデータな

ど急速に進展している第４次産業革命のイノベーションをあらゆる産業や社会生活に取り入れ

ることにより、様々な社会課題を解決するのが Society5.0 であり、本項で分析を行ったＲＰＡ3

以外にも、建設、物流、医療、介護等の現場でロボットやＡＩ、ビッグデータの活用が進むこと

で日本経済全体としても生産性が高まることが期待される。」としています。こうした新技術に

対する知識や技術の習得のためにも図書館が利用されるものと考えられ、新技術に関する資料提

供は欠かすことのできないものです。

さらにまた、図書館としては、これらの技術が図書館サービスにどのような影響を与えるのか、

利用する市民にとって利便が図れるものなのか、注目するとともに、活用の検討をしていかなく

てはなりません。

自然災害・危機管理 

平成 23 年 3 月の東日本大震災では多くの被災者がでました。長引く避難生活において被災者

が、情報や活字を求め、また活字によって慰められたと語ったことは図書館にとって象徴的な出

来事だったと「第１期図書館ビジョン」で紹介しました。

その後も全国では大きな自然災害により、図書館も甚大な被害を受けています。平成 28 年の

熊本地震では、本の落下や施設の破損のほか、屋外水槽の破損やスプリンクラーの不具合による

資料の水損が報告4されています。

平成 30 年の西日本を中心とする豪雨、令和元年の台風 15 号や台風 19 号で、各地の図書館に

も甚大な被害がありました。多くの図書館が被災し、休館を余儀なくされるなか、開館できた図

書館では地域の支援情報などの掲示や情報機器の充電スペースの設置などを行いました。情報提

供を続けるという図書館の役割は、災害時にこそ必要とされるという貴重な事例となりました。

令和元年７月、京都のアニメーション制作会社での放火事件では、多くの方が犠牲になりまし

た。想定外の場所からの火災に、思うように避難できなかったことが報じられました。

3 robotic process automation 仮想空間に割当てられたワークステーションでロボット（仮想知

的労働者）が業務を処理することにより、現実空間の業務の自動化を行うこと。 
4 日本図書館協会図書館災害対策委員会  

http://www.jla.or.jp/committees/tabid/600/Default.aspx
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図書館でも予期せぬ災害や不測の事態に備えて、来館者の安全を確保したうえで、速やかに再

開できるよう、あらゆる事態を想定した対策を講じなくてはなりません。

衣食住に必要な物資が人の生活を支えるのと同じように、本は人の心を支え、精神的に活力を

与える大きな力を持っています。また、確実な情報を求める市民にとって「地域の知の拠点」と

して図書館は重要な役割を担うものです。

新型コロナウィルス感染症拡大防止による休館 

令和２年２月に感染が広がった新型コロナウィルス感染症拡大を防止するため、政府は２月27

日に学校の休校やイベントの中止の要請を行いました。４月に政府の緊急事態宣言が発出される

と、事業の休業要請やテレワークがより推進され、外出自粛要請のため市中では人の姿が激減す

るという事態になりました。感染は世界規模で広がり、予定されていた東京オリンピックも延期

となりました。その後、沈静化に伴って徐々に活動が再開されると再び感染が拡大する事態とな

りました。

さいたま市の生涯学習施設は、館内での感染拡大防止と市民の外出抑制を企図して、すべての

施設の利用を休止したため、図書館も全館で令和２年３月２日から５月 31 日まで、長期にわたっ

て休館することとなりました。（令和３年１月現在）

この間、図書館ホームページや電話を通じて多くの調査相談がよせられ、市民の研究活動に図

書館が貢献できることを再確認することができました。いくつかの出版社から期間限定で電子書

籍の無料提供が行われたこともあり、この期間は来館せずに利用できる電子書籍や音楽配信サー

ビスの利用が増加しました。図書館のホームページには、コロナ情報館というリンク集を作成し、

感染相談や感染予防、生活支援・事業支援の情報を提供しました。また、Web による館内探検や

図書館クイズ、工作教室などのオリジナルコンテンツをホームページに掲載したほか、生涯学習

部でパッケージ化した「学びの玉手箱」「学びの泉」にリンクして、学びを途切れさせない工夫

をしました。

学校の休校も続き、在宅勤務や休業により自宅に待機せざるを得ない市民からは「せめて図書

館で本を借りたい」という意見が多く寄せられました。こうした声にこたえるため、休館中から

予約資料の貸出を開始し、来館に不安がある方には、実費負担で宅配を行うなど、できるだけサー

ビスを止めない工夫をしてきました。

このように長期に休館することは、かつてなかったことであり、今後は危機的状況での安全な

図書館の運営、市民への情報提供という基本的な図書館の使命をどのように果たしていくのか考

えていく必要があります。

令和２年５月、厚生労働省は「新しい生活様式」の実践例を公表しました。行動様式の変化に

よって社会にも大きな変化が予想されます。そうした状況にあっても、図書館は人々にとって必

要不可欠なものであり、この困難な状況を変化のチャンスと捉えて、図書館は積極的に新たな取

組の検討を行う必要があります。 
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４ さいたま市図書館の現状と課題 

さいたま市図書館ビジョンと図書館評価 

さいたま市図書館は、「第１期ビジョン」の策定に伴い、前期にあたる平成 25 年から平成 28

年までの実施計画を「さいたま市図書館ビジョン実施計画」として作成し、後期にあたる平成 29

年度から平成 32年度までの計画を「さいたま市図書館ビジョン実施計画 平成 29年度版」とし

てまとめました。「図書館ビジョン実施計画 平成 29 年度版」では「これまでの４年間の取組」

として進捗状況を報告しています。また評価と連動したＰＤＣＡサイクルを用いた進行管理につ

いても明記しました。これらの実施計画に基づき、前年度の評価結果を参考に毎年度「図書館ビ

ジョンに基づく取組内容」を定めています。

図書館評価は平成 21 年度から検討を開始し、平成 22 年度より評価を行ってきました。「第１

期図書館ビジョン」の策定を受けて、平成 26 年からは毎年度「図書館ビジョンに基づく取組内

容」に基づき、評価目標として指標及び目標値を設定し評価を行い公表しています。この評価結

果を基に次年度の取組内容に反映して、ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行っています。
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サービス拠点の整備 

平成 13 年にさいたま市が誕生し、平成 17 年に岩槻市が編入して市立図書館は 19 館となりま

した。その後、桜図書館、片柳図書館、大久保東分館が開館。平成 19 年には中央図書館が開館

し、東高砂分館は役目を終えました。中央図書館の開館に伴い組織の再編が行われ、全館を統括

する中央図書館、地域の核となる拠点図書館、拠点図書館が管轄する地区図書館・分館の３構成

としました。

平成 20 年に北図書館、平成 25 年に武蔵浦和図書館、平成 28 年に美園図書館が開館し、現在

の 25 館体制が整いました。

移動図書館は、平成 17年には３台で 50ステーションを巡回していましたが、図書館の整備が

進み、現在は１台で 16 ステーションを巡回しています。移動図書館はステーションを巡回する

ほか、図書館体験プログラム「図書館が来る！」として小学校にも巡回しました。平成 31 年３

月からは、市内企業から寄贈された新しい移動図書館「あじさい号」を運行しています。また、

大宮区には２つの配本所があり、資料の受取り窓口として市民に親しまれています。

借りた資料を来館しなくても返却できる「図書館専用返却ポスト」を駅の周辺に設置しました。

平成 27 年３月に東浦和駅前、平成 28 年 10 月に宮原駅東口に続き、平成 30 年 10 月には西浦和

駅市民の窓口敷地内に設置し、利用者の利便性を向上させました。

今後は人口動向等を見ながら、さらに「図書館専用返却ポスト」をはじめとするサービススポッ

ト拡大など、利便性の向上について検討していく必要があります。

大宮図書館の移転に伴い、令和元年５月にさいたま市の図書館としては初めて指定管理者制度

を導入した、新しい大宮図書館が開館しました。さいたま市の図書館は、一部窓口業務委託、全

面窓口業務委託、ＰＦＩ、指定管理者制度と様々な民間活力の導入を行っています。こうした民

間活力の導入により、平成 17 年度には 20 館 203 人だった職員数を、令和元年度には 25館 177

人に削減しました。公共図書館は、住民の生活・職業・生存と精神的自由に深くかかわる機関で

あり、地域の知の拠点として継続的に資料・情報を収集・保存し、提供すると同時に、地域コミュ

ニティの拠点としてあらゆる地域活動と連携し、地域文化の創造拠点としての役割を担っていま

す。今後は、こうした事業の継続性、安定性、公平性を確保し、よりよい図書館運営が行われる

よう、さらに検討していきます。
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利用実績と所蔵資料の多様化 

平成 30 年度統計によれば、さいたま市は、全政令指定都市 20 市のうち、人口一人当たりの貸

出数は 7.4 点、人口一人当たりの予約件数は 2.2 点でいずれも第１位となっており、市民の学習

意欲は高く、活発に利用されていることを表しています。また、人口一人当たりの蔵書数は 2.8

冊で第３位、１館当たりの蔵書数は第 16 位で、多くはない蔵書数で効率的に貸出しを行ってい

るといえます。一方で、人気の資料に 2,000 件以上の予約が集中し、予約から提供までに時間が

かかることもあります。今後は人口減少とともに、さらに厳しい財政状況になることが見込まれ

ており、限りある予算で効率的で多様なニーズに対応できる蔵書を構成し、100 年後にも活用で

きる資料を選択し保存していく必要があります。すでに導入した電子書籍のほか、新しい技術を

使った資料の導入に柔軟に対応するとともに、紙媒体の図書は電気や機器を必要とせず今後も利

用されると考えられることから、変わりなく収集保存していくことになります。

情報技術の発達に伴うサービスの変化 

図書館では、図書館資料を適切かつ効率的に管理するため、図書館資料へのＩＣタグの貼付を

行いました。平成 17 年度に開館した桜図書館から順次導入を進め、令和２年度までに全館に導

入されました。ＩＣタグの導入により一度に複数の貸出しができるため、貸出手続きを迅速に行

うことができるようになったほか、自動貸出機で利用者が自ら貸出手続きを行うことができるよ

うになりました。平成 30 年度までに導入された図書館では貸出数のおよそ半数が自動貸出機を

利用して貸出されています。大宮図書館では、予約資料も市民自身が貸出手続きをして持ち帰れ

る仕組みを導入しています。大宮図書館以外の図書館では、全体の貸出数の約３割を占める予約

資料の貸出しは窓口で行うため、利用者は書架から選んだ資料の多くを自動貸出機で行っている

ものと推察されます。また、資料の貸出確認装置の設置により不明資料が削減されました。

平成 28 年３月に、図書館ホームページのコンテンツを充実させるとともに、資料予約システ

ムを刷新しました。利用者から要望の多かった、貸出の履歴を記録していく機能と、これから読

んでみたい所蔵資料を登録しておく機能を設けました。新型コロナウィルス感染症拡大防止のた

めの臨時休館の際には、電子書籍の案内をトップに配置し、「学びの玉手箱」「学びの泉」のリン

クを置くなど、柔軟な対応をしています。

令和２年度の図書館業務システムのバージョンアップに伴い、図書館ホームページもリニュー

アルしさらに見やすくなったほか、貸出履歴に感想を書き込めるなどマイページも充実しました。 

情報収集のツールとして、各図書館で順次 Wi‐Fi サービスの提供を行ってきたところですが、

毎回利用ごとに図書館窓口でパスワードを受け取らなければならないという不便さがありまし

た。平成 30 年度 Saitama City Free Wi-Fi が導入されたことにより、一度登録すれば、開館時

間ならいつでも利用できる環境が整いました。

従来どおりのインターネット閲覧端末の提供に加えて、持ち込みパソコン等による情報収集が
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快適に行えるようになりました。

※ 一部複合施設の図書館では施設設置の Wi‐Fi サービスを利用しています。

来館せずに利用できるサービスとして、平成 28 年３月から、パソコン、タブレット端末やス

マートフォンなどで読むことができる電子書籍サービスを開始し、令和元年には 7,878 タイトル

11,229 点の利用が可能となりました。電子書籍は、インターネットに接続できる環境があれば、

いつでもどこでも貸出ができ、期限がくると自動的に返却されるため、貸出から返却まで来館せ

ずに利用することができます。電子書籍サービスの導入により、多様な読書環境を提供すること

ができるようになりました。前述したとおり、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために臨時

休館をした際には、所蔵資料に加え、期間限定で出版社から電子書籍の提供を受け、多くの市民

に利用していただくことができました。

図書館では、地域に関する貴重な資料を保存し提供することを目的に、所蔵している地域資料

のデジタル化に取り組んでいます。平成 28 年 10 月には、デジタル化した資料 29 点が、図書館

ホームページから閲覧できるようになりました。現在は 105 点の地域資料を公開しています。ま

た、さいたま市ゆかりの文学者のページを作成し、年譜や略歴のほか著作や関連資料の紹介をし

ています。

中央図書館および拠点図書館 10 館で提供している国立国会図書館のデジタル化資料送信サー

ビスにより、入手困難で貴重な資料群が市内の図書館で閲覧可能となり、様々な調査研究を行う

利用者の利便性が拡大しました。

音楽資料では、ナクソス・ミュージック・ライブラリーの提供を開始し、図書館ホームページ

からクラシックを中心に、180 万曲以上を再生できる音楽配信データベースを利用できるように

なりました。

さいたま市ではＧＩＧＡスクール構想を推進し、子どもたちは日常的にタブレットを使用して

学習を進めるようになります。さらにデジタルトランスフォーメーション5を推進し、ＩＣＴを活

用した快適な社会となることが予想され、今までになかった情報提供の形が出てくるものと思わ

れます。ＩＣＴ発達の動向を見ながら、利便性の高い技術の導入を検討していきます。

5 Digital Transformation：DX デジタル改革 テクノロジーによって人々の生活を豊かにしてい

くこと。 
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調査相談業務の充実 

インターネットを通じて、簡単に情報を得られる時代になりましたが、調査相談（レファレン

ス）件数は、毎年度増加しています。（平成 29 年度は拠点図書館２館が修繕のため休館していま

す）膨大な情報が氾濫するなかで、市民は確実な情報を的確に収集するために図書館を利用して

いると考えられます。さいたま市図書館では、過去に受付した調査相談内容を記録し、国立国会

図書館が運営する「レファレンス協同データベース」に約 1,600 件の事例を登録し、また、登録

した事例はさいたま市図書館ホームページから検索することができます。 

バリアフリーサービスの充実 

視覚障害の方のための音訳・点訳・対面朗読のほか、聴覚障害の方のための手話や字幕入りの

映像資料の提供、来館が困難な方のための宅配サービス、マルチメディアデイジーの貸出・閲覧

サービスなど、それぞれの必要の応じたサービスをボランティアの力を借りて提供してきました。

今後は必要な方にこれらのサービスをさらにＰＲしていくことが課題です。

市民との協働 

図書館で活動するボランティアは、令和２年４月現在 42 団体です。「図書館友の会」は市内に

６つの支部を置き、それぞれの図書館で排架・資料の修理・美化活動などを行っています。視覚

障害者のための音訳や朗読、資料の点訳を行うボランティア、子どものための読み聞かせやおは

なしを行うボランティアなど、各種のボランティアとの協働により多様な図書館活動を展開して

います。今後もボランティアのスキルアップの場を提供するとともに、活躍の場を提供し、市民

と協働するとともに地域との交流を図っていきます。

◆ ＳＤＧｓへの取組 

ＳＤＧｓは、平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っています。さいたま市は令和元年 7 月 1 日に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定

されました。さいたま市の生涯学習施設では、地域に根差した各施設の取組を紹介するＰＲシー

トを作成しました。

100000

120000

140000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

レファレンス件数

33



 図書館ではすべての人が平等に利用できるという原則のもと、あらゆる分野の資料収集を行っ

てきました。そのため、ＳＤＧｓのすべての目標について資料展示を行い、水先案内となる図書

リストの提供をすることが可能です。これまでも多くの図書館で毎年平和に関する資料展示を行

い、いくつかの図書館では医療や闘病記などの図書を「健康情報コーナー」として別置する、環

境問題に関する資料を集めるなどの取組を行っています。今後はさらにＳＤＧｓの推進に取組み

ます。
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５ 第 1期さいたま市図書館ビジョンの成果と課題 

主な成果と課題 

 第 1 期さいたま市図書館ビジョンでは、図書館が取り組むべき方向性として、社会情勢等に変

化があっても容易に変わることのない、図書館のあるべき姿を端的に表した４つの目標を掲げて

取組んできました。これら 4 つの目標を達成するために実施計画を作成し、約 50 項目の指標を

基に取組んだ中から、主な取組についての成果と課題を検証しました。 

 〔目標１ 知的好奇心に応える図書館〕 

〔目標２ 生きる力を支える図書館〕 
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〔目標３ 市民とともに歩む図書館〕 

〔目標４ 誰もが安心して使える図書館〕 
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第１期図書館ビジョンの検証：利用に関するアンケート 

毎年度、図書館来館者を対象に図書館の利用実態及び利用者の満足度を把握し、その結果を

サービス向上のための基礎資料とし、今後の事業計画等に反映させることを目的としてアンケー

トを実施しています。図書館を利用した感想で「満足」「やや満足」と回答した割合は以下のと

おりです。アンケートの結果、来館者の満足度は平成 25 年度から毎年増加しています。このこ

とから、取組の成果が利用者からも評価されているものと考えられます。 

新たなビジョンへの課題 

「さいたま市図書館ビジョン」としての市民に示す統一した理念がなく、４つの目標のみで

あるため、８年後の図書館のあるべき姿をあらわす、明確なひとつの理念が必要です。 

変貌する社会情勢や多様化する市民の要望に的確に対応できる未来の図書館像を明確にする

ことが必要です。 

平成 30 年度に策定された『第２期さいたま市教育振興基本計画』の中で示された、少子高

齢化に伴う労働人口の減少、長寿化に伴う「人生 100 年時代」、技術革新に伴う「超スマー

ト社会」への対応で、「地域の知の拠点」として、図書館が果たす役割を明確にすることが

必要です。 

第２期図書館ビジョンに必要な新たな視点 

人生 100 年時代到来による市民ニーズの変化に対応できる図書館サービスの変革 

地域における学びが活性化するための連携・協働の在り方を検討 

Society 5.0 に向けたＡＩ、ＩｏＴ等技術革新に対応できる図書館の在り方を検討 

コロナ禍や自然災害等から「命を守る」ための図書館の取組を推進 

様々な理由で図書館を利用することが困難な人たちへのサービス拡充 

持続可能な世界を実現するために、全ての人が質の高い学びを行えるよう図書館として担え

る役割を検討 
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令和３年３月８日  

図書館協議会 

各協議会委員様 

図書館評価専門部会  

第２期図書館評価について 

 令和３年度から開始する第２期図書館評価について、下記のとおりご報告申

し上げます。 

記 

１ 報告事項 第２期図書館評価における目標、指標及び目標値（案） 

２ 報告資料 「令和 3～7年度さいたま市図書館評価における目標、指標、目標

値等（案）」（同封） 

３ 説明資料 「第２期図書館評価につきまして」（同封）をご覧ください。 

担 当：図書館評価専門部会 

与野図書館 水澤（部会長） 

春野図書館 内田（副部会長） 

連絡先：中央図書館 大橋（事務局） 

電話 ８７１－２１００（代表） 

ＦＡＸ ８８４－５５００ 

E-mail chuo-lib-shiryo@city.saitama.lg.jp 
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第２期図書館評価につきまして 

 現行の「さいたま市図書館ビジョン」は令和２年度に終了し、令和３年度からは

「第２期さいたま市図書館ビジョン」がスタートします。前期の「さいたま市図書

館ビジョン」（以下、「第１期図書館ビジョン」）と同じように、「第２期さいたま市

図書館ビジョン」においても、新たに策定された本ビジョンを実現するため、個別

の具体的な事業を計画的かつ効果的に推進することを目的に「第２期さいたま市図

書館ビジョン実施計画（前期）」（以下、「第２期実施計画（前期）」）を策定していま

す。 

 「さいたま市図書館評価」（以下、「第１期図書館評価」）は、平成 25 年度から令

和２年度まで「第１期図書館ビジョン」に定められた事業の目標と基本方針に基づ

いて定められた「さいたま市図書館ビジョンに基づく取組内容」により、22 の基本

方針に対して 59 の指標を定め、それぞれの指標に目標値を設定して図書館事業を

評価してきました。「第２期実施計画（前期）」では、４つの基本的方向性にそって

図書館の主な業務を17に区分し、それぞれにおいて一つの目標指標を掲げました。

「第２期さいたま市図書館評価」（以下、「第２期図書館評価」）は、この 17 の目標

指標を新たな図書館評価の評価指標とし、それぞれに実質的な目標を掲げ、数値目

標を設定しました。４つの基本的方向性がこれまでの総合評価にあたります。また、

次期「さいたま市総合振興計画基本計画」及び「さいたま市子ども読書活動推進計

画（第四次）（案）」では令和３年度から令和７年度まで５年間の計画期間における

各年度の目標値を設定していることにならい、かつ長期的な視野に立って事業を推

進するとともに、より地域に根差した図書館運営を図るため、「第２期図書館評価」

でも、令和３年度から令和７年度まで各年度の目標値を設定することとしました。 

 それでは、「第２期図書館評価」について説明いたします。別紙「令和 3～7年度

さいたま市図書館評価における目標、指標、目標値等（案）」（以下、「（案）」）をご

覧ください。 

 「（案）」は、先に示したとおり、４つの基本的方向性と 17 の目標指標から成り立

っています。「第１期図書館評価」から引き続き採用した目標指標は、「レファレン

ス受付件数」「利用者満足度」「貸出総数」「テーマ資料展示の実施回数」「ボランテ

ィアとの協働事業数」「地域・行政資料の蔵書数」の６指標です。次に、「第１期図

書館評価」と同様な目標指標ですが名称や定義の再検討が生じたものは、「バリア

フリー資料の所蔵数」「図書館専門研修の実施回数」「子ども向け読書パンフレット
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の作成数」「おはなし会の開催回数」「防災・消防訓練の実施回数」「さいたま市各所

管との連携機関数」「さいたま市以外の自治体及びＮＰＯ等民間との連携機関数」

の７指標です。最後に、新規採用の目標指標は、「蔵書新鮮度」「知識の獲得に対す

る図書館資料の貢献度」（ほかに細分化された指標が３つあります）「講座等の満足

度」「読書が好きな子どもの割合（小学生・中学生・高校生）」（細分化された３つの

指標です）の４指標です。 

 次に、「第２期図書館評価」の指標数が第１期図書館評価の 59 に対して 17 まで

減少した理由について説明いたします。 

 前述のとおり、「第１期図書館評価」は令和２年度まで 59 指標で評価を行ってき

ました。その間には新規となる指標の追加や指標の見直し、実施目標の数値目標化

など、毎年度改善を実施してきました。平成 25 年度は 35 指標（うち一つは実施目

標）でスタートし、令和２年度までに 23 指標の追加（うち 13 は実施目標）があり、

最終的に 59 指標に至りました（実施目標は３つまで減少）。しかしながら、実施目

標を数値目標化するにあたり、似かよった指標も出てくるなど複雑化したため、市

民にとってわかりにくい図書館評価となってきました。そこで、「第２期図書館評

価」を実施するにあたり、「第２期さいたま市図書館ビジョン」及び第「２期実施計

画（前期）」にそって、図書館事業が重複せず厳選した 17 の目標指標としました。

目標指標あたりの重要度が増したとも言えます。 

令和３年度から開始する「第２期図書館評価」についての説明は以上です。なお、

「第２期図書館評価」に関するご意見及びご質問は、令和３年３月２３日（月）ま

でにお寄せいただきますようお願いいたします。文末に記載がございます図書館評

価専門部会事務局（中央図書館資料サービス課）までメール、ＦＡＸなどでご送付

ください。いただきましたご意見及びご質問に対する回答は令和３年３月２９日

（月）に回答をお送りする予定です。 

担 当：図書館評価専門部会 

与野図書館 水澤（部会長） 

春野図書館 内田（副部会長） 

連絡先：中央図書館 大橋（事務局） 

電話 ８７１－２１００（代表） 

ＦＡＸ ８８４－５５００ 

E-mail chuo-lib-shiryo@city.saitama.lg.jp 



令和3～7年度さいたま市図書館評価における目標、指標、目標値等（案） 令和３年２月２６日現在

基本的方向性　１ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 目標値設定の方法 令和４年度以降の目標値

知りたいにこたえる
指標
番号

指標名 実績値 実績値 目標値 実績値
指標別
評価

総合
評価

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（１）レファレンスサービスの充実による市民の
課題解決の支援

1 レファレンス受付件数 115,313件 128,000件

レファレンス質問区分Ａ～Ｃの合計件
数。令和元年度受付総計に占める各
館の割合を計算。最小受付館を１とし
た場合の各館割合を計算し、その12倍
を年間増加件数とした。

130,000件 132,000件 134,000件 136,000件

2
知識の獲得に対する図書館資
料の貢献度

－ 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79

2-2
課題解決に対する図書館資料
の貢献度

－ 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55

2-3
新しいチャレンジに対する図書
館資料の貢献度

－ 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63

2-4
個人的な楽しみに対する図書館
資料の貢献度

－ 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84

（３）図書館利用に障害がある方への支援 3 バリアフリー資料の所蔵数 － 23,100点
デイジー図書、テープ図書、点字図
書、点字絵本、大活字本、朗読CD、LL
ブックの合計点数

24,000点 24,900点 25,800点 26,700点

（４）専門的職員の養成による図書館サービス
の質の向上

4 図書館専門研修の実施回数 － 300回

専ら図書館業務に関する研修で、拠点
館で実施する組織内研修の実施回
数、中央図書館で実施する集合研修
の受講館数、上記以外主催の派遣研
修の受講館数の合計値

300回 300回 300回 300回

（５）図書館評価と市民意識の反映 5 利用者満足度 90.9％ 91.3％ 91.5％

令和３～７年度の目標値は次期総合
振興計画用に計算した数値。来館者
アンケートの「満足」＋「やや満足」によ
る

91.5％ 92.0％ 92.5％ 93.0％

基本的方向性　２ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 目標値設定の方法 令和４年度以降の目標値

本と人をつなげる
指標
番号

指標名 実績値 実績値 目標値 実績値
指標別
評価

総合
評価

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（１）市民の多様な要求にこたえる資料の充実 6 蔵書新鮮度 3.6％ 3.6%
年間受入冊数を全蔵書冊数で除した
数値

3.6% 3.6% 3.6% 3.6%

（２）情報発信による図書館利用の促進 7 貸出総数 9,253,983点 9,798,000点
令和３～７年度の目標値は次期総合
振興計画用に計算した数値

9,834,000点 9,871,000点 9,908,000点 9,945,000点

（３）講座等の催しと市民の交流の場の提供 8 講座等の満足度 88.2％ 90％
参加者のアンケートの「満足」＋「とて
も満足」による。

90％ 90％ 90％ 90％

（４）資料の紹介による本との出会いの創出 9 テーマ資料展示の実施回数 822回 938回 全館の全展示回数の合計による。 958回 958回 958回 958回

（５）安全で快適な環境の整備 10 防災・消防訓練の実施回数 － 36回 全館合計値による。 36回 36回 36回 36回

令和２年度に実施した来館者アンケー
トの問５で使用した質問の回答を得点
化し、小数点以下第３位を四捨五入し
たもの。問いは「ア 知識を得たり考え
方を学んだりするための資料がそろっ
ている」「イ 特定の問題を解決するた
めの資料がそろっている」「ウ 何かを
始めるきっかけとなる資料がそろって
いる」「エ 娯楽や気晴らしのための資
料がそろっている」の４点。それぞれ指
標番号2、2-2、2-3、2-4に対応してい
る。得点は「思う」を５点、以下１点ずつ
減じ、それぞれの回答人数に乗じ、合
計した値を回答人数合計で除した値を
評点とした。この評点を各目標値とし
た。

目標指標

目標指標

（２）市民の課題解決に役立てられる資料の提
供

注）

注）



令和3～7年度さいたま市図書館評価における目標、指標、目標値等（案） 令和３年２月２６日現在

基本的方向性　３ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 目標値設定の方法 令和４年度以降の目標値

子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ
指標
番号 指標名 実績値 実績値 目標値 実績値

指標別
評価

総合
評価

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（１）子どもの世界をひろげる資料の紹介 11 子ども向けブックリストの作成数 － 42点
乳幼児、児童、ＹＡ及びこれらの保護
者向け資料案内の作成数

42点 42点 42点 42点

（２）子どもが本に親しむ機会の提供 12 おはなし会の開催回数 － 1,090回
各館で開催したおはなし会（工作系含
む）の実施回数の合計値とする

1,090回 1,090回 1,090回 1,090回

13
読書が好きな子どもの割合（小
学生）

79.9％ 81.0％ 82.0％ 83.0％ 84.0％ 85.0％

13-2
読書が好きな子どもの割合（中
学生）

71.8％ 71.8％ 73.0％ 74.0％ 75.0％ 76.0％

13-3
読書が好きな子どもの割合（高
校生）

78.3％ 79.9％ 81.2％ 82.5％ 83.7％ 85.0％

基本的方向性　４ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 目標値設定の方法 令和４年度以降の目標値

つながりから地域の未来をひらく
指標
番号

指標名 実績値 実績値 目標値 実績値
指標別
評価

総合
評価

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（１）地域の歴史と文化の保存 14 地域・行政資料の蔵書数 153,912点 163,200点
蔵書詳細における利用対象が「301：
地域資料　一般」「302：地域資料　児
童」の資料数

167,000点 170,700点 174,200点 177,500点

（２）市民との協働による地域交流の活性化と
永続的な交流の場の提供

15 ボランティアとの協働事業数 86事業 110事業

使用データ：
・平成22年度から令和元年度まで
・外れ値を除き、さらに、最大値と最小
値を除いたもの
計算方法：実績値を平均し、端数切り
上げ
目標値の推移：令和３年度目標値を維
持

110事業 110事業 110事業 110事業

（３）市の各部署との連携による市民生活の向
上

16
さいたま市各所管との連携機関
数

－ 27機関

各館で実施したさいたま市の各所管と
の連携事業における、連携機関の合
計数による。ただし、さいたま市図書館
どうしの連携、およびボランティア活動
を主目的とする団体との連携を除く。

27機関 27機関 27機関 27機関

（４）県・他自治体・民間等との連携による市民
の知的活動への支援

17
さいたま市以外の自治体及び
NPO等民間との連携機関数

－ 18機関

各館で実施したさいたま市以外の自治
体および民間事業者との連携事業に
おける、連携機関の合計数による。た
だし、ボランティア活動を主目的とする
団体との連携を除く。

18機関 18機関 18機関 18機関

注）空欄の令和２年度実績値は年度終了後、集計が終わり次第記入の予定です。

※ 目標値は令和３年２月２６日現在の設定値です。今後、修正される場合があります。

令和３～７年度の目標値は次期総合
振興計画用に計算した数値

目標指標

（３）家庭・学校等との連携による子どもの読
書活動への支援

目標指標

注）

注）


