
 

 

協力貸出し／展示貸出し／支援貸出し／支援貸出し／協

力レファレンス／運営相談・派遣事業／重点運営支援事

業／支援貸出し事業（大量一括貸出・事業貸出し）／学

校図書館運営相談事業／学校ブックフェスティバル事

業／学校図書館サポートブックス／研修 

支援 

インターネット予約貸出サービス（市町村図書館での受

取）／デジタル資料を北方資料デジタル・ライブラリー

に登録する「公開館」や、横断検索の「対象館」への市

町村立図書館の参加 

協働 

文書館開館、ウェブサイト更新 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

北海道江別市文京台東町41 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度北海道立図書館要覧』、北海道立図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

5229 83424 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

道内の平均向上に地道に取り組む 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度北海道立図書館要覧』、北海道立図書館 

職員数 司書数 

記載なし 記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

北海道立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

66007 34470 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

感染症拡大期に道内図書館の状況を定期的に発信 

市町村支援の推進／課題解決型サービスの充実／利用

サービスの充実／子どもの読書活動の推進／北方資料セ

ンターとしてのサービスの充実／図書館活動のネット

ワーク化の推進（出典：『業務実績報告書 令和3年度』

北海道立図書館、2022年7月） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1926年（大正15年）北海道庁立図書館開館 

・1967年（昭和42年）現在地に新築移転 

1967年4月開館：北海道営繕課・北海道開発コ

ンサルタント株式会社・道立図書館による設計

グループ（出典：『北海道立図書館50年史』北

海道立図書館、1977年3月、p82） 

北方資料デジタルライブラリー 



 

 

青森県図書館情報ネットワークシステムの提供／協力用

図書の一括貸出／公立図書館長・公民館長会議、担当者

会議／市町村立図書館等職員研修／市町村立図書館等巡

回訪問等／定期資料搬送／セット貸出／学習支援セット

貸出サービス／ミニセット（希望する高等学校、市町村

立図書館等へ貸出、47箇所1,365点） 

支援 

遠隔地返却サービス／青森県図書館事業等担当者会議・

情報交換会／青森県学校図書館シンポジウム（主催は県

教委） 

協働 

2019年 国立国会図書館サーチとの連携

開始 

2019年 ジャパンサーチとの連携開始 

2022年3月 図書館情報システム更新、

研修はオンラインで開催 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

青森県青森市荒川藤戸119-7 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度要覧』青森県立図書館、2022年4月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1239 9646 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

地域事情に合致した直接予約の展開 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度要覧』青森県立図書館、2022年4月 

職員数 司書数 

45 6 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

青森県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

4360 5992 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

文学館を併設、県ゆかりの作家の資料も収集・保存 

小中学校図書館へも手広く支援 

資料の収集・保存・提供／利用者・県民へのサービス／

市町村立図書館等への支援／子どもの読書活動の支援／

関係機関との連携・協力 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1928年（昭和3年）開館 

・1994年（平成6年）現在地に新築移転 

1994年3月22日開館：佐藤総合計画（出典：

『図書館雑誌』日本図書館協会、1994年6月号

（Vol.88,№6）、p381） 

青森県立図書館デジタルライブラリー 



 

 

市町村立図書館等の運営支援・助言／協力貸出／協力レ

ファレンス／市町村立図書館等職員研修 

支援 

図書館等調査研究事業（市町村立図書館等職員との協働

による調査研究）／展示資料の巡回展 

協働 

2022年創立百周年／音と映像コー

ナー・ビジネス支援コーナーの閉鎖

（出典：★音と映像コーナー・ビジネ

ス支援コーナーの閉鎖について、

https://www.library.pref.iwate.jp/

info/announce/20220920_av.html

（2022/10/01）） 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 

 

年
譜 

【出典】『要覧2022（令和4年度版）』岩手県立図書館、2022年5月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1211 15725 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

日本初の指定管理者による都道府県立図書館 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『要覧2022（令和4年度版）』岩手県立図書館、2022年

5月 

職員数 司書数 

57：岩手県9（うち司

書4）、指定管理者48

（うち司書37） 

41 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

岩手県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

1770 2428 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

施設の立地を活かし多様な機関との連携を実施 

図書館機能の充実／広報活動の充実／図書館資料の収

集、整理、保存及び活用／相談機能の維持・充実／今日

的課題への対応／学習機会の提供と読書活動の奨励／市

町村支援及び連携／関係団体等との連携／利用者の安全

安心の確保／令和４年度内の重要催事等 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1922年（大正11年）開館 

・2006年（平成18年）現在地に新築移転 

日本設計（出典：いわて県民情報交流センター 

アイーナ | PROJECTS | 株式会社 日本設計 

https://www.nihonsekkei.co.jp/

projects/693/） 

イーハトーブ岩手電子図書館 

デジタルライブラリーいわて 

東日本大震災情報ポータル 



 

 

図書館ネットワークシステム運営業務／協力業務運営事

業／巡回相談（前期は書面開催、後期は10月に市町村図

書館等35館を巡回）／被災した市町村図書館等の復興支

援／公共図書館等職員研修／出前講座（職員を派遣）／

子どもの本移動展示会／学サポセットの貸出／複製資料

貸出事業 

支援 

公立図書館等連絡会議（年2回）／市町村図書館等返却 

サービス（5,119冊・点） 

協働 

要覧に記載なし 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

宮城県仙台市泉区紫山1-1-1 

 

年
譜 

【出典】『要覧令和3年度』宮城県立図書館、2022年4月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

2303 7282 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

震災被災した県下の図書館を復興した立役者 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『要覧令和3年度』宮城県立図書館、2022年4月 

職員数 司書数 

86（うち嘱託・非常勤

43） 

37（うち嘱託・非

常勤23） 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

宮城県図書館 

２０２1年 ２０１7年 

13485 17761 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

図書館振興計画を掲載し、併せて基本方針を図示 

市町村図書館等との連携強化及び支援の充実／県内図書

館等職員の資質・能力の向上／学校図書館との連携を推

進・支援の充実／子どもの読書活動を推進するための環

境の整備促進／安全安心な施設の維持・県民が利用しや

すい環境整備を推進／組織運営の強化・創造性豊かで自

主的に行動する人材を育成／宮城の郷土資料を後世に伝

えるため，収集・保存・修復・利活用の促進／東日本大

震災の記録を収集・永く後世に引き継ぐための取組 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1881年（明治14年）開館 

・1998年（平成10年）現在地に新築移転 

1998年10月開館：原広司＋アトリエ・ファイ建

築研究所（出典：『図書館年鑑1999』日本図書

館協会図書館年鑑編集委員会編集、日本図書館

協会、1999年、p168） 

叡智の杜Web 

東日本大震災アーカイブ宮城 



 

 

相互貸借／「打って出る図書館」事業（オンライン訪

問）／県内図書館へのレファレンス・サービス／研修/

セット資料の貸出し／ライブラリー＋１（プラスワン）

研修（4回・オンライン開催） 

支援 

秋田県図書館大会 

協働 

・Web会議システムを利用した市町村訪

問事業 

・ビデオカメラによる研修の配信 

・YouTube「秋田県立図書館チャンネ

ル」を開設し図書館紹介動画公開 

・オンライン研修「コロナ禍における

利用者支援の事例報告－在宅で学ぶ児

童・生徒・学生のための図書館リモー

ト活用法」実施 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

秋田県秋田市山王新町14-31 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度秋田県立図書館要覧』秋田県立図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

960 11638 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

デジタルの先鋒と県内の底上げの二枚看板 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度秋田県立図書館要覧』秋田県立図書館 

職員数 司書数 

44 記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

秋田県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

18106 25451 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

「打って出る図書館」の名の通り、感染症拡大下で

果敢にオンライン化の取り組みを実施・記録も公開 

令和4年度の重点項目より 

県民の生活、仕事、文化等を支援するサービスの充実／

市町村立図書館等の活性化／学校図書館への支援充実／

第3次秋田県読書活動推進基本計画の実施／資料や情報の

充実／デジタルアーカイブの充実／行政機関、関係団

体、民間企業、県内大学等との連携促進／県立図書館職

員の育成／広報の充実／あきた文学資料館の充実 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1899年（明治32年）開館 

・1993年（平成5年）現在地に新築移転 

1993年11月開館：松田平田設計事務所 

秋田県立図書館デジタルアーカイブ 



 

 

市町村立図書館への調査相談事例提供／研修 

支援 

相互貸借／山形県図書館大賞／県内市町村図書館と学校

図書館48館連携 

連携企画（山形県図書館大賞） 

協働 

2019年リニューアルオープン、アク

ティブ・ラーニングルーム設置、Wi-

Fi・デジタルサイネージ導入 

2022年4月 山形県立図書館運営基本プ

ラン2025策定 

読み聞かせのハイブリッド開催 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

山形県山形市緑町1-2-36 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度山形県立図書館要覧』山形県立図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1069 9323 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

1990年代再整備館の新たな挑戦 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度山形県立図書館要覧』山形県立図書館 

職員数 司書数 

50 27 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

山形県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

7218 12384 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

独自の評価軸「ときめく・たよれる・つながる・ 

ひろがる」を採用 

ときめく図書館／たよれる図書館／つながる・ひろがる

図書館 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1910年（明治43年）開館 

・1990年（平成2年）新築移転 

1990年7月28日遊学館へ移転開館：和設計事務所

（出典：『建築設計資料集成 集会・市民サービ

ス』日本建築学会編、丸善、2002、p29） 

2018年改修：（株）羽田設計事務所（出典：平

成30年度山形県立図書館等施設改修（建築）工

事、https://www.yamagatakensetsu.co.jp/

publics/index/61/（2022/10/3）） 

デジタルライブラリー 



 

 

移動図書館あづま号：未設置市町村への巡回、運営相

談。特別支援学校および震災による避難自治体への巡

回／市町村への貸出：図書館・公民館等、読書施設に1年

間貸出／図書館資料の譲与／学校図書館活動支援貸出／

学校図書館活動支援用セットの貸出／協力事業／図書館

見学の受入(見学団体15）／講師派遣 

支援 

図書館研究集会（オンライン）／福島県公共図書館・公

民館図書室実態調査(資料発行事業)／受取館指定サービ

ス（*1）／遠隔地返却（*1）（*1出典：福島県立図書館

ウェブサイト「遠方にお住まいの県民の皆様へ」） 

協働 

2019年4月 Twitter運用開始 

2020年2月 サピエ図書館の運用開始 

2020年2月 多文化社会に向けてコー

ナーの設置 

2021年3月 障害者サービスコーナーの

設置 

2021年、2022年に地震により被災 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

福島県福島市森合字西養山1 

 

年
譜 

【出典】福島県立図書館要覧2022（令和4年） 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1834 13784 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

東日本で唯一、移動図書館を運行 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】福島県立図書館要覧2022（令和4年） 

職員数 司書数 

35 7 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

福島県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

4928 5329 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ただし「電子書籍の導入に向けた検討を

始めます」との記載あり 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

アクションプランとの関連付けが明確。多様な利用

者に向けてサービス向上中 

要覧には記載なし／以下は別資料より（出典：福島県立

図書館アクションプラン（第4次））図書の発行点数に占

める購入冊数の割合／デジタル化する地域資料の累積点

数 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1929年（昭和4年）開館 

・1984年（昭和59年）現在地に新築移転 

石本建築事務所 

デジタルライブラリー 



 

 

地域支援事業（講座、相談会）、未設置自治体への団体

貸出、読書会図書の貸出、学校図書館支援図書の貸出、

いばらき読書フェスティバル2022開催／学校図書館支援

事業（年度ごとにモデル校を選定し、運営相談、担当者

研修会、資料の優先貸出、ボランティア・地域人材を活

用した教育活動支援を行う） 

支援 

遠隔地利用者返却、遠隔地貸出サービス（2020年2月〜） 

協働 

2020年2月 インターネット予約による

遠隔地利用者貸出サービス開始 

2020年2月 11市町村の搬送便を週2回に

拡大 

2021年7月 館内で星乃珈琲店営業開始 

2022年7月 ウェブサイトに「いばらき

チャットボット」を導入（出典：茨城

県ウェブサイト「AI自動応答システム

（チャットボット）の導入」） 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

茨城県水戸市三の丸1-5-38 

 

年
譜 

【出典】令和4年度茨城県立図書館要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

2869 6097 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

市町村と向き合う自己評価の取り組み 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度茨城県立図書館要覧 

 

職員数 司書数 

66 22 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

茨城県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

7820 8907 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

研修・講演会・読書フェスティバルで 

地域と県民を盛り上げる 

市町村図書館からの信頼度をアンケート用紙を送付し調

査を実施（55館中51館から回答を得て詳細を分析してい

る） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1903年（明治36年）開館 

・2001年（平成13年）現在地に改装移転 

2001年改修移転：茨城県土木部営繕課、日建設

計（出典：『茨城県立図書館100年の歩み』茨

城県立図書館、2003年、p51） 

茨城県立図書館デジタルライブラリー 

 



 

 

協力車巡回・宅配／栃木県図書館総合目録システムの運

用／レファレンス対応 

支援 

栃木県図書館総合目録システムの運用（62館、市町村図

書館、大学図書館、公民館） 

協働 

2020年1月 作新学院大学・作新学院大

学女子短期大学との相互協力運用開始 

2020年4月 相互貸借資料搬送について

協力車と宅配便による併用方式を開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

栃木県宇都宮市塙田1-3-23 

 

年
譜 

【出典】県民の図書館 要覧2022（令和4年度） 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1934 6408 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

県内の図書館を支える協力車を運行 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】県民の図書館 要覧2022（令和4年度） 

 

職員数 司書数 

31 15 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

栃木県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

8585 9362 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

地域資料のガイドブック「栃書類従」を発行 

 "とちぎ"をひろめる活動中 

レファレンス協同データベース本県地域関係新規・継続

事例登録数／「とちぎ」に関するテーマ展示回数 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1946年（昭和21年）開館 

・1971年（昭和46年）現在地に新築移転 

栃木県立図書館設計研究会（代表者 吉武泰

水）（出典：『栃木県公共図書館建築設計資料

集 昭和57年度』栃木県立図書館・栃木県公共

図書館協会、1983、p1） 

栃木県立図書館デジタルコレクション 



 

 

居住地返却の実施／図書館未設置市町村の公民館図書室

に対する図書一括貸出／本館パック貸出（仮）試行／読

書会用図書貸出／学習支援図書セット貸出(計253セッ

ト）／朝読推薦図書セット／学校図書館支援1,000冊プラ

ン／県立学校図書館一般開放支援図書貸出／市町村支援

協力車巡回／研修の実施 

支援 

群馬県内図書館情報ネットワーク（Gネット）群馬県内図

書館蔵書の横断検索／調査相談事例・郷土人物索引デー

タベース／相互貸借の申込み／郷土資料の書誌ダウン

ロード／県内図書館職員専用掲示板など。2022年4月1日

現在の登録は160館(室) 

協働 

2020年度 県有施設のあり方見直し 最終報告 

【県有施設としての必要性】市立図書館との

サーヒズの重複は解消すべき。／【見直しの

方向性】前橋市と連携し、サービス重複の解

消に向けた具体的な取組を進める。 

2018年度から社会教育団体等との協働イヘン゙

トの企画を募集・実施 

2019年4月1日「群馬県民の読書活動の推進に

関する条例」の施行 

2020年7月17日 オンライン相談を開始 

 （～2022年3月25日終了） 

2021年3月2日 デジタルライブラリー県域化

運用開始 

2022年7月1日 群馬県立図書館公式Twitter開

設  

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

群馬県前橋市日吉町1-9-1 

 

年
譜 

【出典】令和4年度 群馬県立図書館要覧（2022年7月発行） 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1940 6362 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

館種の枠を超えた全県配送ネットワーク 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度 群馬県立図書館要覧（2022年7月発行） 

職員数 司書数 

45 21 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

群馬県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

11230 12188 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ただし2023年1月に導入との記載あり 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

地域資料をデジタルでも。 

Twitterも開始した発信する図書館 

ビブリオバトル参加者数／メディア掲載等件数 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1953年（昭和28年）開館 

・1978年（昭和53年）現在地に新築移転 

岡田新一設計事務所・鹿島・池下共同企業体

（建築） 

群馬県立図書館デジタルライブラリー 



 

 

「図書館と県民のつどい埼玉2021」をオンライン開催／

埼玉県立図書館・図書館協力レファレンス掲示板／職員

研修／図書館未整備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、配本所設置、運営相談／ 

支援 

埼玉県内公共図書館等横断検索システム（60市町、2大

学、7機関） 

協働 

・2018年4月1日からスマホアプリ「ポ

ケットブックまいたま」の図書館サブ

アプリとして情報提供を開始（出典：

埼玉県立図書館ウェブサイト） 

・「埼玉県立図書館・図書館協力レ

ファレンス掲示板」を2021年11月にリ

ニューアル 

・「埼玉関係データベース」にて2021

年5月から埼玉県史等の目次を検索でき

る「県内市誌目次」の機能を追加。 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

   （熊谷図書館／久喜図書館）  

埼玉県熊谷市箱田5-6-1／久喜市下早見85-5 

 

年
譜 

【出典】要覧令和4年度 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

7347 3798 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

圧倒的な資料搬送で県全域をサポート 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】要覧令和4年度 

職員数 司書数 

96 76 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

埼玉県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

37463 43883 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

この一年の動きを丁寧に説明。 

県の機関と連携が多い、つながる図書館 

要覧に記載なし／ただし、次の資料（出典：運営の基本

方針と重点目標・重点取組・評価等）に記載あり。多様

な資料の新規収蔵冊数(図書、視聴覚、雑誌、オンライン

資料)／ICTによる非来館型レファレンスサービス利用の

しやすさ満足度／レファレンス協同データベース事例公

開件数／「埼玉サーチ」満足度 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1922年（大正11年）開館 

・1970年（昭和45年）熊谷図書館開館 

・1979年（昭和54年）久喜図書館開館 

・2015年（平成27年）浦和図書館廃止 

要覧に記載なし 

埼玉県立図書館デジタルライブラリー  

（デジタル資料横断検索）埼玉サーチ 



 

 

資料搬送ネットワークの維持・改善（資料の図書館間貸

出し／図書館連絡車・協力車巡回／協力レファレンス／ 

図書館未設置市町村支援／担当者会議の開催）、図書館

運営相談、新聞・雑誌総合目録の整備、子どもの読書活

動に対する市町村立図書館等への支援、市町村立図書館

等職員を対象にした課題解決支援サービス研修会やレ

ファレンス研修会の開催、東部図書館における旭市図書

館の一部使用  

支援 

小中学校図書館への市町村立図書館等を通じての資料貸

出／巡回展示（東部図書館の展示資料の一括貸出）／読

書グループ関係団体への支援協力 

協働 

2021年4月 資料貸出券の郵送登録サー

ビス開始 

2021年7月10日より東部図書館内に旭市

図書館が開館。 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（中央図書館／西部図書館／東部図書館）  

千葉県千葉市中央区市場町11-1／松戸市千駄堀657-7／旭市ハの349 

 

年
譜 

【出典】要覧 令和4年度 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

6287 5158 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

3館体制で首都圏最大の広域をカバー 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】要覧 令和4年度 

職員数 司書数 

93 37 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

千葉県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

91990 105600 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

充実の情報の要覧で、千葉県立図書館の 

サービス状況や方針を映し出す鏡になっている 

図書館ネットワークの発展（市町村立図書館等支援の強

化）／図書館職員の資質向上／子どもの読書活動の推進

（地域の子どもの読書環境整備の推進／学校図書館支援

の強化）／課題解決支援図書館（課題解決支援、調査研

究機能の強化）／千葉県に関する資料や情報の蓄積・継

承／知の創造と循環を生み出す公共の場（博物館など関

係機関との連携の推進／図書館利用が困難な人々への

サービスの充実／情報発信機能の強化） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1892年（明治25年）開館 

・1968年（昭和43年）中央図書館開館 

・1987年（昭和62年）西部図書館開館 

・1998年（平成10年）東部図書館開館 

中央：大高建築設計事務所（出典：『千葉県図書館

史』千葉県立中央図書館,1968,p235） 

西部(1987年7月開館)：鈴木設計事務所（出典：『年

報 昭和62年度』千葉県立西部図書館、1988年、p2） 

東部：ユー・アソシエイツ（出典：『図書館年鑑

1999』日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編集、

日本図書館協会、1999年、p172） 

千葉県立図書館菜の花ライブラリー 



 

 

協力レファレンス（195件）／市町村図書館職員等への研

修（10回） 

支援 

要覧に記載なし 

協働 

2021年1月 AIチャットボット実証実験

（2020年12月） 

新型コロナウイルス感染症対策の経緯

（2020年2月～2021年6月） 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（東京都立中央図書館／東京都立多摩図書館）  

東京都港区南麻布5-7-13／国分寺市泉町2-2-26 

 

年
譜 

【出典】事業概要令和4年度 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

14065 2194 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

首都の図書館としての面目 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】事業概要令和4年度 

職員数 司書数 

98 71 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

東京都立中央図書館 

２０２1年 ２０１7年 

65128 73821 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

EBSCO（和・洋）／TRC-DL 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

レファレンスライブラリーとして 

独自のデジタルアーカイブを多方面に展開 

来館型サービス／非来館型サービス／非来館型サービス

のうちオンラインサービス／広報／利用者満足度／区市

町村立図書館からのレファレンス／新型コロナウィルス

感染拡大防止のための臨時休館中の統計数値 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1908年（明治41年）開館 

・1973年（昭和48年）都立中央図書館、現在地に開

館 

・1987年（昭和62年）都立多摩図書館開館 

・2017年（平成29年）都立多摩図書館、現在地に移

転 

中央図書館／第一工房（出典：「図書館雑誌」

1973年3月号（Vol.67,№3）p38） 

多摩図書館（2017年1月29日開館）／佐藤総合

設計（出典：「図書館雑誌」2018年7月号

（Vol.112，№7）p443） 

東京都立図書館デジタルアーカイブ

「TOKYOアーカイブ」 

江戸・東京デジタルミュージアム 



 

 

行政情報支援／市町村図書館等からの業務相談・情報収

集／情報誌「こあ」の編集・発信／地域資料交換会の開

催／子ども読書活動推進フォーラムの開催／市町村図書

館等職員（基礎・専門）研修の実施／人材育成方策の企

画（学校の学校司書、専門図書館の職員も含む）／雑誌

等の県内公共図書館分担保存・活用の推進 

支援 

神奈川県図書館情報ネットワークシステムの推進／「神

奈川県内公共図書館購入継続雑誌・新聞総合目録」の整

備／都道府県立図書館等との相互利用推進／大学図書館

および県内高校等との連携協力推進／関係団体等の事務

局運営支援、連絡調整／神奈川県関係文献情報ファイル

の作成・整備、ライトノベルアーカイブ「ライトノベ

ル・コレクション」の検討（県立高校図書館と連携） 

協働 

2021年4月1日 神奈川県図書館情報

ネットワークのリニューアル 

2021年8月13日 本館が神奈川県指定重

要文化財に指定 

2021年12月27日 2021年3月28日までの

期間限定で、前年度に刊行された200点

の社史を展示する「社史フェア2021」

をオンライン開催（川崎図書館） 

2022年4月1日 本館を「前川國男

館」、新館を「収蔵館」、新棟を「本

館」と名称を変更 

2022年6月1日 電子書籍サービスを開

始 

2022年9月1日 本館開館 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（神奈川県立図書館／神奈川県立川崎図書館）  
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘9-2／川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟2F 

 

年
譜 

【出典】令和4年度神奈川県立図書館事業要覧／令和4年度神奈川県立川崎図書館事業要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

9240 2416 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

市町村支援図書館と専門図書館、ぞれぞれの役割 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度神奈川県立図書館事業要覧 

令和4年度神奈川県立川崎図書館事業要覧 

職員数 司書数 

154 116 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

神奈川県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

17469 14160 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

（出典：県立図書館ウェブサイト） 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

県内関連機関との連携が強固。 

生涯学習事業が手厚い 

県立の社会教育施設共通の評価項目（5区分11項目）図書

館独自の評価項目（6区分17項目）の２体系で、図書館評

価を実施。社会教育施設共通項目（利用状況／資料・収

蔵品／調査研究／情報発信／施設運営等）。図書館独自

の評価項目6区分（資料収集・整備／資料・情報の提供／

非来館型サービス／連携・協力事業／広報・普及活動／

生涯学習事業） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1954年（昭和29年）開館 

・1958年（昭和33年）神奈川県立川崎図書館開館 

・2018年（平成30年）神奈川県立川崎図書館、現在

地に移転 

・2022年（令和4年）神奈川県立図書館新本館、開

館 

県立・新本館／奥野設計（出典：神奈川県立図書館

ウェブサイト） 

県立・前川國男館／前川國男建築設計事務所（出典：

「図書館雑誌」1955年1月号Vol49,No.1, p4-16） 

県立・収蔵館／神奈川県建築営繕課＋創和建築設計事

務所 

県立川崎図書館／日本設計（出典：日本設計ウェブサ

イト、かながわサイエンスパーク） 

神奈川県立図書館デジタルアーカイブ 

神奈川県行政資料アーカイブ 



 

 

相互貸借／一括貸出／レファレンス／訪問相談（訪問総

数8件）／訪問研修（訪問件数12件、参加総数138名）／

訪問セミナー（訪問件数3件、参加総数28名）新潟県内小

規模図書館等貸出セット図書長期一括貸出（貸出市町村8

市町村、貸出総数7800冊）／市町村立図書館の窓口を通

じての県立高等学校への貸出サービス／県内図書館等職

員の人材育成（階層別研修、研究集会、レファレンス研

修のプログラムの再編成） 

支援 

「新潟県図書館等情報ネットワーク」／にいがたMALUI連

携・地域データベース／★遠隔地返却サービス（新潟市

立を除く）（★出典：新潟県立図書館ウェブサイト） 

協働 

2019年5月 団体貸出サービス開始 

2019年10月 越後佐渡デジタルライブ

ラリー全面リニューアル 

2021年6月 読書「バリアフリーコー

ナー」新設 

2021年9月 Twitterの運用を開始 

2022年3月 「音楽ライブラリー」サー

ビス終了 

2022年3月 マイナンバーカード連携に

よる貸出を開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

新潟県新潟市中央区女池南3-1-2 

 

年
譜 

【出典】令和4年度新潟県立図書館年報 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

2202 12584 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

試行錯誤を続ける大広域県の図書館 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度新潟県立図書館年報 

職員数 司書数 

35 23 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

新潟県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

7494 6465 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

新潟県立大学と連携、 

地域資料のデジタル化を推進 

地域社会への貢献（県の行政施策と連携した取組、文化

資産としての郷土資料の収集・保存・活用）／県内図書

館への貢献（県内図書館等が実施するサービスへの支

援、県内図書館等職員の人材育成）／県民の生涯にわた

る学びへの貢献（県民の読書環境の整備、県立図書館職

員の能力の育成）／自己評価に図書館協議会による評価

を加味 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1915年（大正4年）開館 

・1992年（平成4年）現在地に新築移転 

1992年8月7日開館：久米建築事務所（出典：

『図書館年鑑1993』日本図書館協会図書館年鑑

編集委員会編集、日本図書館協会、1993年、

p169） 

越後佐渡デジタルライブラリー 

郷土人物・雑誌記事索引データベース 



 

 

県内OPAC横断検索システム（公立53館すべて・大学等12

館）／相互貸借／県内図書館から県立図書館に対する調

査相談（2021年度81件）／県立学校図書室への支援／富

山県関係書誌データ作成支援システムの運用／連絡車に

よる交換資料の配送・事務連絡（巡回2コース、出動回数

年間93回）／市町村立図書館が運営する読書会への援

助／交換資料の配布／図書館運営に関する情報提供等／

集会・行事／富山県図書館情報ネットワークシステム 

支援 

遠隔地利用者返却制度（対象館26館）／県内高等教育機

関との連携・協力／県外図書館との定期便の運行／高志

の国文学館との連携（県立図書館の図書の受取りや返却

依頼が可能 出典：富山県立図書館ウェブサイト） 

協働 

2020年3月 富山高等専門学校情報セン

ター図書館と相互貸借協定を締結 

2021年2月 「遼寧（りょうねい）文庫

コーナー」設置 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

富山県富山市茶屋町206-3 

 

年
譜 

【出典】富山県立図書館年報 令和3年度（2022年6月） 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1036 4248 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

地域資料を意識した重厚なコレクション 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】富山県立図書館年報 令和3年度（2022年6月） 

職員数 司書数 

22 16 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

富山県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

17947 15595 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

学校教育への支援・関連機関等との連携構築を 

取り組みの3つの柱のうちのひとつに 

調査研究のための図書館／図書館のための図書館／保存

のための図書館 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1940年（昭和15年）開館 

・1969年（昭和44年）現在地に新築移転 

信建築事務所（出典：「社会教育」

Vol .24,No.12,1969年12月号, p34-35） 

古絵図・貴重書ギャラリー  

郷土資料情報総合データベース  

県人文化目録 



 

 

相互貸借／横断検索／資料搬送業務（対象館42館・図

書：78,538冊・学習文庫：7,559冊）／図書館巡回業務

（22館・巡回9回） 

支援 

遠隔地サービス（遠隔地受取・返却） 

協働 

2019年10月 新石川県立図書館建設工

事着工 

2020年5月 YouTubeチャンネル開設

「動画配信」開始 

2021年3月 横断検索システムに川北町

立図書館が参加 

2021年10月 2022年4月県立図書館が石

川県教育委員会から知事部局（県民文

化スポーツ部）へと移管 

2022年7月 金沢市小立野にて新たな県

立図書館（愛称：百万石ビブリオバウ

ム）が開館 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

石川県金沢市小立野2-43-1 

 

年
譜 

【出典】要覧令和3年度版 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1133 4186 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

いまなお歴史の編纂者である県立図書館 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】要覧令和3年度版 

職員数 司書数 

49 31 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

石川県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

8214 17515 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

注目の新図書館。直感的に操作できるように 

設計されているウェブサイト 

県民の読書活動の推進／市町村立図書館の活動の支援／

相互協力体制の充実／子どもの読書活動の推進／学校図

書館支援の充実／県立図書館の機能、役割の周知／新石

川県立図書館の開館に向けての準備推進 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1879年（明治12年）開館 

・1966年（昭和41年）金沢市本多町に新築移転 

・2022年（令和4年）現在地に新築移転 

2022年移転開館：仙田満＋環境デザイン研究所

（出典：「新建築」vol79,No.11,2022年7月

号,p110-119） 

SHOSHO ISHIKAWA 



 

 

市町図書館への訪問（35館）／各種研修／学校向けに市

町立図書館等貸出文庫の貸出、貸出冊数および期間を拡

大した特別貸出／学校巡回図書文庫の貸出（県内の小中

学校が対象、小学校185組123,765冊、中学校75組22,950

冊）／「かたらい文庫」の貸出／市町立図書館等貸出文

庫（団体専用資料）の貸出や、貸出冊数や期間を拡大し

た特別貸出 

支援 

県内図書館で統一テーマのもと各館で展示を行う合同企

画を実施／協力貸出宅配便（LiBox）による資料搬送（週

1回）／県内の大学図書館8校と県内公共図書館との相互

貸借を実施／北陸4県（新潟・富山・石川・福井）合同で

所蔵資料交流展示会を各館にて開催／市町図書館との共

同企画1回／他機関と連携したイベント（43回）／ふるさ

と文学館、文書館と、三館が持つ特徴を生かした統一

テーマでの展示 

協働 

2019年4月 図書館情報システムを更新

し、図書館・文書館・ふるさと文学館

情報システムとして運用開始 

2019年11月 松平文庫を県文書館に移管 

2020年7月 マイナンバーカードを図書

館利用カードとして使用できるサービ

スを開始 

2020年11月 一般閲覧室内に「読書バリ

アフリーコーナー」を設置 

2021年4月 子ども読書推進室を設置 

2021年10月 『100万回死んだねこ：福

井県立図書館覚え違いタイトル集』を

刊行 

2021年11月 Library of the Year2021

優秀賞を受賞 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（福井県立図書館／福井県立若狭分館）  

福井県福井市下馬町51-11／小浜市南川町6-11 

 

年
譜 

【出典】令和4年度福井県立図書館年報 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

767 4191 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

東海・北陸の雄 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度福井県立図書館年報 

職員数 司書数 

31 20 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

福井県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

17620 29133 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

人口あたり来館者数全国1位。図書館支援・協働、

関連機関との連携等、どの方面にも手厚い 

「情報の提供 」「他機関との連携 」「生涯学習活動の

支援 」の重点項目を、「現場」「挑戦」「協働」「創意

工夫」「効率化」の視点から評価。具体的な事業と目標

値がそれぞれに設定されている。重点項目を縦軸に、視

点を横軸においた一覧で提示。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1950年（昭和25年）開館 

・1989年（平成1年）若狭分館開館 

・2003年（平成15年）現在地に新築移転 

槇総合計画事務所（出典：『図書館年鑑2004』

日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編集、日

本図書館協会、2004年、p181） 

デジタルアーカイブ福井 



 

 

協力貸出（相互貸借）／特別貸出／レファレンスサービ

ス／複写サービス／デイジー貸出セットサービス／研修

会（図書館職員専門研修 年6回）／広域的な相互貸借

（静岡県立中央図書館等との連携協定） 

支援 

出版物の共同刊行『山梨県の図書館2021－山梨県図書館

白書－』『こどもにすすめたい本2022』、児童奉仕研究

部会全体集会（年2回）、地域資料研究部会研究会（年2

回）、第107回全国図書館大会 山梨大会（オンライン大

会） 

協働 

2021年1月 セルフ返却機導入 

2021年 第107回全国図書館大会山梨大

会実施 

2022年1月 デイジー貸出セットサービ

ス開始（県内の公共図書館または公民

館図書室向けにデイジー図書再生機、

お試し用デイジー図書、説明書、サピ

エチラシのセットを貸出） 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

山梨県甲府市北口2-8-1 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度 要覧』／山梨県立図書館相互貸借取扱要綱 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

810 4465 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

直接サービス傾斜モデルの最新版 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度 要覧』／山梨県立図書館相互貸借取扱

要綱 

職員数 司書数 

49 35 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

山梨県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

6206 5585 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

TRC-DL 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

催し・特集展示が多種多様 

2022年度重点目標 

1地域の情報拠点としての情報資源整備／2．レファレン

スサービスの充実・周知とウィズコロナ時代に対応した

サービスの検討・実施及び中高生の利用促進／3．中核図

書館としての役割強化及び新館開館10周年記念事業の円

滑な実施、施設等の適正管理 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1900年（明治33年）開館 

・2012年（平成24年）現在地に新築移転 

久米設計・三宅建築設計事務所共同企業体（出

典：『図書館年鑑2013』日本図書館協会図書館

年鑑編集委員会編集、日本図書館協会、2013

年、p229） 

山梨デジタルアーカイブ 



 

 

市町村図書館等運営に関する相談／Facebookページ

を活用した情報発信・提案／図書館業務関連調査実

施／協力用図書の提供／図書館未設置の公民館図書

室への資料貸出 

支援 

長野県図書館大会企画運営委員会の事務局運営／長

野県図書館協会との連携・協力（幹事会の開催／公

共図書館長会議／公共図書館長研修会／長野県図書

館大会分科会の運営／これからの公共図書館研究

会）／ステップアップ（専門）研修 

協働 

2019年3月児童図書室に体験・発見コーナー設

置（子どもの未来支援基金活用）、一般図書

室書架・空間等の大規模リニューアル  

2019年4月「信州・学び創造ラボ」開設、児童

図書室で体験遊具の貸出開始 

2020年4月 「信州ナレッジスクエア」を開設 

2022年8月、市町村と県による協働電子図書館

「デジとしょ信州」と「県立長野図書館電子

書籍サービス」を開始 

2022年8月 信州におけるさまざまなデジタル

コンテンツをとりまとめて世界と結ぶ“つな

ぎ役”としての貢献と、利活用しやすいライ

センス条件で提供する、“オープン化の推

進”が評価され「デジタルアーカイブジャパ

ン・アワード」を受賞。  

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

長野県長野市若里1-1-4 

 

年
譜 

【出典】『県立長野図書館概要』 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

2050 13562 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

異色館長の下で挑む改革・革新 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『県立長野図書館概要』 

職員数 司書数 

37 28 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

県立長野図書館 

２０２1年 ２０１7年 

4262 4103 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

デジとしょ信州 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

県域の図書館とともに作っていくサービス。動きが

わかる図書館概要。知の循環を作る・つなぐ県立図

書館。／ビジョンとミッションがすばらしい 

要覧に記載なし 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1929年（昭和4年）開館 

・1979年（昭和54年）現在地に新築移転 

日建設計（出典：『県立長野図書館五十年史』

県立長野図書館,1981年,p376） 

信州デジタルコモンズ 



 

 

図書館未設置町村巡回・意見交換会／貸出文庫・読書会

テキストの貸出／セット文庫の貸出／相互貸借による支

援（県内図書館への定期便による配送業務支援／県内大

学図書館との連携／東海・北陸地区の県立図書館との間

で定期便を運行し相互貸借業務支援／県内高等学校図書

館への送料負担）／県内図書館職員のための研修／出前

講座の講師派遣 

支援 

地区別意見交換会（2021年度は、県内6地区（うち2地区

は書面、2地区はオンライン）実施） 

協働 

2020年3月 在架資料のインターネット

予約を開始 

2020年10月 バリアフリーコーナーを設

置 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

岐阜県岐阜市宇佐4-2-1 

 

年
譜 

【出典】『図書館要覧 令和4年度』 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1980 10621 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

市立図書館との住み分けがいま問われる 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『図書館要覧 令和4年度』 

職員数 司書数 

76 21 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

岐阜県図書館 

２０２1年 ２０１7年 

10386 11225 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

バランスの取れた蔵書構成で県域を支えている。 

基本情報をきちんと掲載し、お手本のような要覧 

基本方針「県内各地の地域情報が集まる唯一の図書館と

して、岐阜県の様々な魅力や資源を共有し、発信する

「情報共有・発信型図書館」としての使命を果たし、岐

阜のひとづくり、ものづくり、まちづくりを支えま

す。」 

この基本方針を実現するための4つの視点（社会的課題解

決の支援／郷土を知り学ぶ機会の創出／世界に開かれた

交流の場の創出／中核図書館としての基盤強化と連携推

進） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1934年（昭和9年）開館 

・1995年（平成7年）現在地に新築移転 

岡田新一・サニー設計業務特別共同企業体 

デジタルコレクション 



 

 

子ども図書研究室だより発行及び配布／子ども

の読書活動関係者に情報交換や交流の場を提

供／講師派遣事業（Zoomによるオンライン開催

で2回実施）／協力レファレンス（市町立図書

館からの問合せは昨年度の1.5倍以上）／地域

資料MARCの提供／運営相談等／インターネット

予約による市町立図書館等受取サービス（ふじ

のくに電子申請サービスを利用）／調査研究委

員会（2020・2021年度は図書館における効果的

な広報について研究を行い、報告書を作成）  

支援 

山梨県立図書館との連携協定／静岡県内新聞雑

誌総合目録「おうだんくんサーチ」共通データ

ベース／『静岡県立中央図書館所蔵静岡県内住

宅地図目録 2022年3月31日現在』を発行 

協働 

2021年、「新県立中央図書館DX検討に関する有識

者会議報告書」をとりまとめる。 

静岡県内の自治体サイト掲載のPDFを自動収集す

るクローリングシステムを地元企業と共同開発。 

2021年9月DX実証実験：貸出カードのスマホ表示 

2021年度 静岡県図書館大会のために静岡県図書

館協会でZoomウェビナーを新規契約 

2022年3月に『「本とともだち」プラン』策定 

【新館整備】2021年3月「新県立中央図書館整備

計画」「県立中央図書館司書育成指針」策定 

2021年度から県教育委員会社会教育課内に新図書

館整備室が設置、運営企画班と施設整備班の2班

体制で新図書館の整備を進めることになった。 

2022年3月30日に「C+A・アイダアトリエ・日建設

計（エンジニアリング）設計企業体」と設計業務

委託契約を締結  

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

静岡県静岡市駿河区谷田53-1 

 

年
譜 

【出典】静岡県立中央図書館報「葵」令和4年度 56号 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

3635 7777 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

継続緻密な調査・評価力と日本一の地域大会 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】静岡県立中央図書館報「葵」令和4年度 56号 

職員数 司書数 

46 17 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

静岡県立中央図書館 

２０２1年 ２０１7年 

7017 5016 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

新館建設に向け、設計者のプロポーザルが終了し、

設計開始 

利用状況／有効登録者数／協力貸出／レファレ

ンス／視聴覚ライブラリー貸出状況／電子図書

館利用状況／受入数など 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1925年（大正14年）開館 

・1970年（昭和45年）現在地に新築移転 

現本館：山下寿郎設計事務所（出典：「図書館雑誌」

vol.64,No.1,1970年1月号,p24-25） 

新館：「Ｃ＋Ａ・アイダアトリエ・日建設計（エンジ

ニアリング）設計企業体」を特定し、2022年3月30日に

設計業務委託契約を締結（出典：新県立中央図書館整

備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザルの実施

について https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-

080/sintosyokan/architecture.html） 

ふじのくにアーカイブ 



 

 

協力貸出／相互貸借支援／貸出文庫の実施（未設置町

村）／県立学校図書館支援／あいちラストワン・プロ

ジェクト／図書館協力担当者会議及び貸出文庫担当者会

議の開催／講師の派遣及び図書館訪問／遠隔地返却制度 

支援 

2021年3月26日(金)、東三河地域の８市町村及び 10 の観

光団体との間に「愛知県図書館と東三河地域の市町村及

び観光団体との地域振興に係る情報発信の連携・協力に

関する協定」 

協働 

2020年5月から YouTube に愛知県図書

館チャンネルを開設 

2020年9月20日からオンライン会議ツー

ルを利用した対面朗読 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

愛知県名古屋市中区三の丸1-9-3 

 

年
譜 

【出典】事業年報2021年度（2020年度実績） 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

7546 5173 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

希少本を守るゲートキーパー 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】事業年報2021年度（2020年度実績） 

職員数 司書数 

72（うち事務職員40、

再任用職員1、 

一般職非常勤31） 

34（事務職員40名

のうち） 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

愛知県図書館 

２０２1年 ２０１7年 

16789 19677 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

協同事業「あいちラストワン・プロジェクト」 

による県内保存体制 

New!施設の老朽化に伴う必要な改修工事を実施します。 

入館者数／フォロワー数 

New! 社史等モノづくり関係資料の受入れ 

被広報回数 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1959年（昭和34年）開館 

・1991年（平成3年）現在地に新築移転 

1991年4月20日開館：日建設計名古屋事務所

（出典：『図書館年鑑1992』日本図書館協会図

書館年鑑編集委員会編集、日本図書館協会、

1992年、p174） 

「絵図の世界」（758 点） 

「絵はがきコレクション」 

（108 セット） 

「貴重和本デジタルライブラリー」

（221 タイトル） 

「画像コレクション」（15 点） 



 

 

「三重県図書館情報ネットワーク（MILAI）」を活用した

相互検索と資料の相互貸借／特別貸出事業（図書館未設

置自治体への支援活動の一環として、当分の間各市町の

要望に応じ三重県立図書館の定める範囲において図書資

料の貸出を行います。）／児童図書については県内市町

図書館、学校図書館等における子どもの読書活動推進支

援の観点から、可能な限り新刊全点収集 

支援 

県立図書館による新たなサービスの実験／市町立図書館

等の先進的な事例の共有 

協働 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策に伴うサービスとして 

2020年4月23日 家で楽しむコンテンツ

を集めた「みえりぶ＠ほーむ」開設 

2021年1月21日 公式YouTubeチャンネル

開設 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

三重県津市一身田上津部田1234 

 

年
譜 

【出典】図書館概要令和４年度 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1771 5774 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

不断の改革者「どこにも2つの図書館」 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】図書館概要令和４年度 

職員数 司書数 

38 12 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

三重県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

16084 21358 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

「２つの約束」と「どこにも２つの図書館」に加え 

「だれにも図書館」と「２つの活動」 

つくる（蔵書、サービス、ひとをつくる） 

とどける（資料、ノウハウ、情報をとどける） 

年間利用・月別利用／分類・用途別貸出数／参考事務／

データベース／郵送貸出サービス／ウェブサイトアクセ

ス件数／オンライン予約取り寄せ 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1937年（昭和12年）開館 

・1994年（平成6年）現在地に新築移転 

1994年10月7日開館：A&T建築研究所（出典：

『図書館年鑑1995』日本図書館協会図書館年鑑

編集委員会編集、日本図書館協会、1995年、

p175） 

三重の歴史・文化デジタルアーカイブ 



 

 

毎週1回協力車の運行とチーム制による定期的な職員の巡

回／市町立図書館等支援（図書資料の貸出し・参考質問

への回答）／図書の一括貸出し／書誌、索引の作成／専

門研修の実施／市町立図書館の運営等に対して、専門的

立場からの助言・支援／資料保存センター機能の充実／

図書館利用が困難な人たちに対するサービスの充実／学

校図書館を活用した楽しむ読書推進／子どもの読書に関

わる人々への支援／子どもに向けた多文化サービス推

進／読書バリアフリーのための資料整備／ルーラル電子

図書館（11月より、市町立図書館でも利用可能）  

支援 

国内公共・大学図書館との資料相互貸借／県内大学図書

館および県内調査研究機関との協力／ 読書に関する県内

各団体への協力・支援／滋賀の森づくり図書整備／連携

展示6件／パネル展示9件／出張展示5件 

協働 

2020年度「子どもの読書に関わる人々

への支援」事業、「学校図書館を活用

した楽しむ読書推進」事業、「滋賀の

森づくり図書整備」事業 

2021年度 「子どもに向けた多文化サー

ビス推進」事業、「読書バリアフリー

のための資料整備」事業 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1 

 

年
譜 

【出典】『令和3年度滋賀県立図書館事業概要』滋賀県立図書館 2021年8月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1414 4017 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

都道府県立図書館の先行モデル 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和3年度滋賀県立図書館事業概要』滋賀県立図書

館 2021年8月 

職員数 司書数 

33（うち正規29、 

会計年度4） 
25 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

滋賀県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

34948 34282 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

県民へ情報を届けるが伝わってくる 

事業に対して予算と振り返りがあり自館だけでなく

全国も視野に入っている滋賀県立図書館 

要覧に記載なし／「これからの滋賀県立図書館のあり

方」を、行動計画・数値指標・優先取組事項・自己評価

一覧表・評価シートにまとめている。行動計画には6つの

重点的な取組項目と12の数値指標が5か年計画で掲げられ

ている。目標値は冊数・館数・回数など具体的。達成率

を実績・目標値で表している。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1943年（昭和8年）開館 

・1980年（昭和55年）現在地に新築移転 

日建設計（出典：『滋賀県立図書館創立50周年

記念誌』滋賀県立図書館,1994,p104） 

近江デジタル歴史街道 



 

 

協力貸出／京都府図書館総合目録ネットワーク「K-

Libnet システム」の構築 ／取寄せ申込みｅサービス／

連絡協力車／研修・出前研修／学校支援セット／来館型

調べ学習／子どもへの読書活動支援事業／不登校児童生

徒読書活動支援事業 

支援 

京都府図書館等連絡協議会（京図連協）／京都図書館大

会／子ども読書本のしおりコンテスト／「CONNECT⇄

＿」」and DOMANI 展／京都市図書館ブックメール便／京

都市図書館との返却本お預かりサービス 

協働 

2019年度以降で大学図書館の相互貸借

参加5館増 

2021年2月 郵送貸出サービス開始 

2021年3月 図書館システム更新、府立

図書館基本方針及び府立図書館基本方

針及び府立図書館サービス計画（令和3

年度～令和7年度）策定 

2020年4月 オンライン対面朗読本格実

施、電子書籍・オーディオブックサー

ビス提供開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9 

 

年
譜 

【出典】『事業概要（令和３年度のまとめ）』京都府立図書館 2022年8月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

2580 4612 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

伝統を紡ぎ、革新に挑む挑戦者 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『事業概要（令和３年度のまとめ）』京都府立図書

館 2022年8月 

職員数 司書数 

49（うち常勤32、 

非常勤17） 
記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

京都府立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

49701 45496 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

ミッションがわかりやすく秀逸 

大学との相互貸借にも力を入れる京都府立図書館 

要覧に記載なし／京都府立図書館ウェブサイトによると

京都府立図書館協議会が外部評価を行っている。評価方

法は2種類、数値目標と5段階評価を採用。数値目標が採

用されているものの中では「京都府立図書館サービス計

画評価指標達成状況」のこどもの居場所づくりに取り組

んでいる団体への図書の貸出冊数、SNSでの情報提供回

数、大学や文化施設等と連携した取組数が特徴的。「京

都府立図書館事業計画・実績」では3つの柱が柱ごとにカ

テゴリわけされ、カテゴリ毎に5段階評価を採用。項目数

が多くきめ細やかな評価が行われている点が特徴的。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1898年（明治31年）開館 

・1909年（明治42年）現在地に新築移転 

2001年5月11日開館：日本設計（出典：『図書

館年鑑2002』日本図書館協会図書館年鑑編集委

員会編集、日本図書館協会、2002年、p181） 

ー 



 

 

府域図書館間情報ネットワークの機能強化、府域図書館

職員等の研修事業、府民への情報サポートを担うレファ

レンス能力の高い府立図書館司書の育成、府域の子ども

の読書活動を推進、学校等に対する支援、教育センター

との連携による教職員研修、 スクールサービスデイ 、 

特別貸出用図書セットの貸出、ホームページ上に「学校

支援のページ」、府域図書館職員・学校関係者等対象の

研修の実施、協力貸出申込、ｅ-レファレンスの申込、大

阪公共図書館協会事務局運営、府域市町村図書館等との

協力貸出業務担当者連絡会、大阪府立学校対象協力貸出

業務 

支援 

遠隔地返却：10自治体が受入 

協働 

2020年度 「書庫問題方針決定に係る検

証（基本構想）」策定 

2021年度 書庫改修工事基本計画策定 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（大阪府立中央図書館／大阪府立中之島図書館） 
大阪府東大阪市荒本北1-2-1 ／大阪市北区中之島1-2-10 

 

年
譜 

【出典】『要覧2022』大阪府立中央図書館 2022.6 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

8843 1905 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

都道府県立最大のコレクションを誇る 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『要覧2022』大阪府立中央図書館 2022.6 

職員数 司書数 

74 42 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

大阪府立中央図書館 

２０２1年 ２０１7年 

63786 65366 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

インターネットを利用した府民への情報提供を 

多彩に展開 大阪府図書館司書セミナーもきめ細や

かな大阪府立中央図書館 

要覧に記載なし 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1904年（明治37年）開館 

・1974年（昭和49年）府立中之島図書館開館 

・1996年（平成8年）大阪府立中央図書館開館 

中央（1996年5月10日開館）：大阪府建築部営繕室、

日建設計（『図書館年鑑1997』日本図書館協会図書

館年鑑編集委員会,日本図書館協会,1997年,p179） 

中之島（1904年2月開館）：野口孫市・日高胖（出

典：建物紹介 : 大阪府立中之島図書館．https://

www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/

tatemono.html） 

おおさかｅコレクション 



 

 

市町立図書館職員への研修(新任・レファレンス初級・レ

ファレンスⅡ)／学校サポートプロジェクト／ 

支援 

県内の団体や会社に所属している人を講師に迎えた一般

講座11回／大学の准教授や市町村の職員を講師に迎えた

連続講座2講座それぞれ5回連続／出前講座5か所／館外展

示4か所 

協働 

2021年7月 マイナンバーカードを利用

し、県立図書館の図書の貸出ができる

サービスを開始 

2022年2月 談話室“雀庵”を開設 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

兵庫県明石市明石公園1-27 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度要覧（令和3年度事業報告）』兵庫県立図書館 2022.4 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

5469 8401 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

模索する最後発の県立図書館 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度要覧（令和3年度事業報告）』兵庫県立

図書館 2022.4 

職員数 司書数 

33 14 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

兵庫県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

11149 10149 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

県内の専門家と連携し 

多彩な講座を展開する兵庫県立図書館 

要覧に記載なし 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1974年（昭和49年）開館 

・2018年（平成30年）耐震補強工事によるリ

ニューアル 

1995年7月7日開館：岡田新一・サニー設計業務

特別企業体（出典：『図書館年鑑1996』、日本

図書館協会図書館年鑑編集委員会編集、日本図

書館協会、1996年、p174） 

ー 



 

 

県内市町村図書館等への所蔵資料の貸出（週1回、48箇

所）／関係機関配付資料、交換資料等の搬送／蔵書横断

検索システムの提供／研修会／県内市町村図書館、高等

学校図書館等への「資料セット貸出」 展示セット0セッ

ト、奈良に関するテーマセット2セット（利用2件）／高

等学校図書館等へのウィ－クリーサービスの実施（貸出

冊数252冊）／県内市町村・学校図書環境支援事業、子ど

も読書セット貸出（9件5,100冊利用6施設が定期申込み） 

支援 

他機関や団体と連携：講演会25種類／YouTube動画配信2

回／連携展示49種類／ビジネス・行政活動支援事業 5団

体 

県庁間の資料搬送サービス（NPスクラムネット） 貸出冊

数399、延貸出機関数 100／レファレンス（NPスクラム

ネット）／視覚障害者福祉センターの障害者向け資料作

成支援 

協働 

2020年5月8日～7月24日 館長公開講座

「図書館劇場」番外編YouTube動画配信 

2021年3月23日 デジタルアーカイブに

クリエイティブ・コモンズ（CC）ライ

センスを明示 

2021年3月23日 noteアカウント「奈良

県立図書情報館【公式】」開設 

2021年4月28日 誰でも使える有償郵送

貸出サービスを開始 

2021年10月2日 2階PC利用席・資料ス

ペースのリニューアル 

2022年3月9日 公衆無線LANの導入 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

奈良県奈良市大安寺西1-1000 

 

年
譜 

【出典】『2022 令和3年度 図書情報館年報』奈良県立図書情報館、2022年8月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1325 3691 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

図書館の常識を覆した10年 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『2022 令和3年度 図書情報館年報』奈良県立図書情

報館、2022年8月 

職員数 司書数 

53 39 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

奈良県立図書情報館 

２０２1年 ２０１7年 

11385 12925 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

いにしえの都は全国区!?  

奈良県の歴史と文化を全国へ発信 

県民自らが情報を編集・創造・発信することを 

支える奈良県立図書情報館 

要覧に記載なし 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1909年（明治42年）開館 

・2005年（平成17年）現在地に新築移転 

2005年11月3日開館：日本設計・桝谷設計共同

体（『図書館年鑑2006』日本図書館協会図書館

年鑑編集委員会編集、日本図書館協会、2006

年、p198） 

まほろばデジタルライブラリー 

奈良県文化材建造物保存修理事業撮影

写真 

 



 

 

図書館職員初任者研修／協力貸出／市町村訪問 

支援 

和歌山県公共図書館協会総会／和歌山県公共図書館協会

研修会 

協働 

2020年11月 第106回全国図書館大会和

歌山大会 オンライン大会 

2021年3月 紀州徳川400年記念出版 南

葵音楽文庫関連書籍3冊同時刊行 

2021年11月 法情報総合データベース 

D1-Law.com利用開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（和歌山県立図書館／和歌山県立紀南図書館）  
和歌山県和歌山市西高松1-7-38／田辺市新庄町3353-9 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度要覧』和歌山県立図書館、2022年8月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

923 4725 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

市町の図書館整備にともない問われる役割 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度要覧』和歌山県立図書館、2022年8月 

職員数 司書数 

48 14 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

和歌山県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

14185 12542 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

県民カレッジと同じ拠点で県民の学びを情報・実践

双方からバックアップ 県域全体に動向が届くよう

に新聞記事掲載を活用する和歌山県立図書館 

要覧に記載なし／図書館評価目標と図書館評価実績を

ウェブ公開している。指標項目は25ある。読書活動の推

進や市町村立図書館等への支援を中心に指標項目を設定

と表記があるが市町村立図書館への支援の指標は2つであ

る。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1908年（明治41年）開館 

・1951年（昭和26年）紀南分館開館 

・1993年（平成5年）現在地に新築移転 

・2005年（平成17年）県立紀南図書館、現在地

に移転 

本館（1993年7月1日開館）：安井建築設計事務

所（出典：『図書館年鑑1994』p181） 

紀南（2005年1月4日）：昭和設計（出典：『図

書館年鑑2006』日本図書館協会図書館年鑑編集

委員会編集、日本図書館協会、2006年、p198） 

南葵音楽文庫デジタルアーカイブ 



 

 

リクエスト図書の宅配便による毎日の貸出／展示・調べ

学習等に対応するための大量貸出及びセット貸出／訪問

相談／資料相談（レファレンス）支援／県民への図書館

利用の普及啓発（図書館利用研修会の実施、図書館見学

ツアーの募集） 

支援 

県内の各市町村立図書館を通じて県立図書館の資料を貸

出・返却／県立図書館に直接貸出申込を行い、希望する

市町村立図書館で受け取ることが可能 

協働 

2020年2月に図書館を活用して生まれた

ものやカウンターに寄せられた資料相

談事例を紹介する棚「とリサーチ・

ギャラリー」を新設。 

2021年3月に県立図書館、博物館、公文

書館、埋蔵文化財センターの4館共同の

デジタルアーカイブシステム「とっと

りデジタルコレクション」を公開。 

鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整

備の推進に関する計画を全国で最初に

策定。 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

鳥取県鳥取市尚徳町101 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度 鳥取県立図書館のすがた』鳥取県立図書館、2022年9月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

554 3507 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

県立図書館の新たな持続型モデル 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度 鳥取県立図書館のすがた』鳥取県立図

書館、2022年9月 

職員数 司書数 

48 32 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

鳥取県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

885 996 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

ぐいぐい読んでしまう要覧 

鳥取県立図書館のミッション「県民に役立ち、地域に貢

献する図書館」を実現するための4つの柱「仕事とくらし

に役立つ図書館」「人の成長・学びを支える図書館」

「鳥取県の文化を育み世界に発信する図書館」「知の拠

点としての図書館」を設定、PDCAサイクルを策定、4つの

柱に加え図書館活動を支える4つのキーワード（「ネット

ワーク」「専門性」「発信力」「保存と公開」）を策定

し「県民の幸せ、地域の活性化の実現」を目指す 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1931年（昭和6年）開館 

・1990年（平成2年）現在地に新築移転 

佐藤武夫設計事務所 

とっとりデジタルコレクション 



 

 

幼児・児童読書普及事業：3市町村（安来市、浜田市、邑

南町）を対象に重点的に読書普及指導員を派遣し、指

導・援助を行う（3市町村以外へは要請に応じて派遣）／

公共図書館と図書館未設置町村の読書施設を巡回、資料

提供・情報交換を行い、相互協力と連携に努める協力巡

回／市町村一括貸出／図書セットの貸出／図書資料の寄

託／図書館資料の搬送 

支援 

「遠隔地利用者返却制度」（来館貸出し、市町村図書館

で返却）／ 「遠隔地利用者図書貸出サービス」（ウェブ

予約し、市町村図書館で受取・返却）開始 

協働 

2019年4月に公衆無線LANサービス開始 

2020年5月に個人貸出冊数の上限を10冊

から15冊へ、貸出期間の上限を15日か

ら22日へ変更。 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

島根県松江市内中原町52 

 

年
譜 

【出典】『令和4年度 要覧』島根県立図書館、2022年7月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

672 6708 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

離島・中山間地域を支える 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和4年度 要覧』島根県立図書館、2022年7月 

職員数 司書数 

34 28 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

島根県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

9914 12092 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

読書活動の地域支援サービスに市町村とともに 

着実に取り組む 

要覧に記載なし／2019年3月策定の運営方針及び活動計画

において定められた成果指標については島根県立図書館

協議会で検証、評価する、とあるが、その内容について

は非公開（出典：『「人づくり、地域づくりに資する知

の拠点を目指して」－島根県立図書館 運営方針及び活動

計画－』島根県立図書館、2019年4月） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1873年（明治6年）開館 

・1968年（昭和43年）現在地に新築移転 

・1986年（昭和61年）西部読書普及センター開

設 

菊竹清訓建築設計事務所（出典：「SD:Space 

design」1969年1月号,p46-54） 

島根デジタル百科 



 

 

研究グループでの研究をもとに講師派遣／協力貸出／支

援用図書の一括貸し出し／協力レファレンス／図書館資

料搬送事業による支援／岡山県図書館横断検索システ

ム・岡山県図書館間相互貸借システム／運営相談／全市

町村の図書館・図書室・教育委員会等73施設を訪問／

「図書館協力ニュース」と 「郷土出版情報」毎月発行／

館長・新任・基本・専門の対象別研修／学校図書館への

協力貸出 

支援 

資料相互返却サービス 

協働 

2020年11月に利用者向けのデータベー

ス等が検索できるアクセスコーナーを

リニューアル 

2021年2月に岡山県立図書館総合システ

ムを更新 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

岡山県岡山市北区丸の内2-6-30 

 

年
譜 

【出典】『令和3年度 年報』岡山県立図書館、2022年9月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1890 7114 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

強固な県民への直接サービス志向 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和3年度 年報』岡山県立図書館、2022年9月 

職員数 司書数 

74 11 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

岡山県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

33818 39939 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

一貫して県民への直接サービスに邁進しているが、

アクセシビリティやユニバーサルデザインを意識し

たサービスを推進する今後にも注目したい 

重点プログラムの1つとして「図書館資源のアクセシビリ

ティ向上」を掲げ、「ユニバーサルデザインの視点に

立ったサービスの推進」を進めていくこと 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1906年（明治39年）開館 

・2004年（平成16年）現在地に新築移転 

2004年9月25日開館：安井建築設計事務所・山

陽設計設計共同体（『図書館年鑑2005』日本図

書館協会図書館年鑑編集委員会編集、日本図書

館協会、2005年、p191） 

デジタル岡山大百科 



 

 

レファレンスの支援／職員研修／巡回訪問・運営相談／

資料の貸出（読書会セット・図書セット）／講師派遣／

地域連携事業（図書の一括貸出） 

支援 

要覧に記載なし 

協働 

2020年5月「うちで読もうよ～Stay 

Home！ Read Books！～プロジェクト

（図書貸出事業）」開始（2022年3月終

了） 

2020年7月、青少年のための電子図書館

サービス「With Booksひろしま」を開

設し「うちで読もうよ～Stay Home！ 

Read Books！～プロジェクト（電子図

書館事業）」開始 

2022年3月、広島県立図書館情報提供シ

ステムを更新し、図書館以外の施設と

の横断検索連携開始。ウェブサイトを

リニューアルし、レスポンシブデザイ

ン対応。電子図書館は継続 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

広島県広島市中区千田町3-7-47 

 

年
譜 

【出典】『要覧 令和4年度』広島県立図書館、2022年9月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

2801 8479 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

県立らしさの「改革」に直面 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『要覧 令和4年度』広島県立図書館、2022年9月 

職員数 司書数 

32 23 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

広島県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

6576 4680 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

TRC-DL（青少年のための電子図書館

「With Books ひろしま」） 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

感染症拡大に合わせた対応の柔軟さ 

要覧に記載なし 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1951年（昭和26年）開館 

・1988年（昭和63年）現在地に新築移転 

広島県土木建築部都市局営繕課・佐藤武夫設計

事務所（出典：「建築と社会」

Vol.69,No.6,1988年6月号,p42-43） 

ー 



 

 

協力貸出し／展示資料の特別貸出／巡回協力車の運行・

宅配／図書館新任職員基礎講座／図書館協力担当者会

議／山口県図書館情報ネットワーク（YL-NET）の運営／

講師派遣／指導主事の教育委員会や図書館訪問・情報交

換 

支援 

要覧に記載なし 

協働 

2018年12月、山口県地域学リポジトリ

「YOOKE」を公開（山口県立山口図書

館、山口大学図書館、山口県立大学図

書館の3館が協同運営） 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

山口県山口市後河原150-1 

 

年
譜 

【出典】『令和2年度 山口図書館年報』山口県立山口図書館、2022年7月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1343 6113 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

ポスト市立図書館不在時代の県立図書館の行方 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『令和2年度 山口図書館年報』山口県立山口図書

館、2022年7月 

職員数 司書数 

31 4 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

山口県立山口図書館 

２０２1年 ２０１7年 

5628 5720 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

（出典：山口県立山口図書館ウェブサイ

トより）） 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

幅広い公的分野を対象とした 

新たな連携先の開拓を続ける姿勢が素晴らしい 

3つの方針の一つに「全県ネットワーク図書館～図書館

ネットワークの拠点～」をかかげ県内で保有されている

多様な資料・情報を効率的に提供できる仕組みをつくる

ことを目標に、県内の図書館等が一体となった連携体制

の構築を図るなかで「県内の地域づくり団体等の連携を

推進」を基本的取り組みの一つに掲げている。その評価

指標として社会福祉団体ほか幅広い公的分野を対象とし

た新たな連携先の開拓および連携事業実施を評価してい

る。（出典：『山口県立山口図書館 第3期 中期運営計画

具体化プラン』、2021年3月） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1903年（明治36年）開館 

・1973年（昭和48年）現在地に新築移転 

鬼頭梓（出典：『山口県立山口図書館70年のあ

ゆみ』山口県立山口図書館,1973年,p44） 

WEB版明治維新資料室 



 

 

協力車と配送による援助・協力活動／相談業務／県立

学校図書館への資料援助／協力貸出／講師派遣／協力

業務実務担当者会 

支援 

要覧に記載なし 

協働 

2020年4月、教育委員会から知事部局（未

来創生文化部）に移管 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

徳島県徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園 

 

年
譜 

【出典】『徳島県立図書館 年報 令和4年度版』2022年6月 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

720 4147 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

コレクション面では中四国最大 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】『徳島県立図書館 年報 令和4年度版』2022年6月 

職員数 司書数 

23 2 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

徳島県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

28143 22262 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

（出典：徳島県立図書館ウェブサイト） 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

地域の総合学術調査を行い、学会との協働で成果を

郷土資料として活用ってすごすぎませんか！？ 

4つの柱の一つに「徳島を知って、未来を創る人の図

書館」を掲げ、その中で具体的な取り組みの一つとし

て「徳島に関する調査研究推進」がある。「阿波学

会」との共催で1市町村ずつ総合学術調査を行いその

成果を地元市町村に還元、調査報告書を郷土資料とし

て活用。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1916年（大正5年）開館 

・1990年（平成2年）現在地に新築移転 

岡田新一設計事務所（出典：「みんなの図書

館」vol.109,No.47,1986年6月号,p42-48） 

とくしまデジタルアーカイブ 



 

 

巡回文庫／協力貸出／協力便／学校支援文庫「木守文

庫」（小・中）／中・高・特別支援学校への資料団体貸

出／横断検索／ 

支援 

遠隔地返却サービス（県立図書館で直接借りた資料は、

県内の公共図書館や協力貸出を取り扱う公民館等でも返

却できる。） 

協働 

2022年度から中学校、高等学校、特別

支援学校を対象に資料団体貸出を開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

香川県高松市林町2217-19 

 

年
譜 

【出典】要覧 令和４年度（2022）香川県立図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

951 1877 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

1990年代の都道府県立図書館の典型モデル 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】要覧 令和４年度（2022）香川県立図書館 

職員数 司書数 

23 13 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

香川県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

7345 7978 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

図書館の自由の旗の下で 

「図書館の自由に関する宣言」の趣旨を尊重する 

基本方針・資料収集方針。 

子どもの読書の推進を重点に 

要覧には評価をウェブサイトに公表することを記載／指

標項目は12項目。おのおのに数値目標を掲げる。数値目

標の根拠は示されていない。特徴的な評価指標と数値目

標は、⑦協力貸出冊数6,500冊⑧児童団体貸出・学校支援

文庫貸出冊数8,500冊団体2,500冊学校6,000冊⑨来館者満

足度90％以上（利用者アンケートにより、来館者の満足

度を調査する） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1905年（明治38年）開館 

・1993年（平成5年）現在地に新築移転 

1994年3月28日開館：香川県土木部建築課・石

本建築事務所大阪支所 

香川県立図書館デジタルライブラリー 



 

 

相互貸借／講師派遣／協力図書（県内の公民館や学校等

に図書の一括貸出サービス）／「まなぼん」（2021年度

から新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用し学校支援用協力図書を充実）／高校生の読書推

進／学校図書館整備支援／おでかけ県立図書館（図書館

未設置町の支援として県立図書館の出張貸出しなどを実

施。令和元年度からは会場を学校とし、子どもの読書推

進事業の一環として実施）初任者向け冊子「図書館業務

のあらまし」 

支援 

遠隔地返却サービス（県立図書館に来館して個人で借り

た図書を、近くの市町の図書館等の窓口に返却すること

ができるサービス（要事前手続）) 

協働 

従来から図書館未設置町の支援として

「おでかけ県立図書館」と称し県立図書

館の出張貸出しなどを実施、2019年度か

らは会場を学校とし、子どもの読書推進

事業の一環として実施。 

2021年11月から学校支援用協力図書「ま

なぼん」整備、貸出開始 

 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

愛媛県松山市堀之内 

 

年
譜 

【出典】要覧 令和４年度（2022年度）愛媛県立図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1336 5676 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

時代の流れを読む新たなコレクション構築 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】要覧 令和４年度（2022年度）愛媛県立図書館 

職員数 司書数 

20 11 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

愛媛県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

1374 1563 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

司書が市町村を支援する図書館 

評価指標に「司書が支援した市町村数」を掲出 

要覧に記載なし／愛媛県の全庁的な政策・事務事業評価

の一環として実施、県立図書館は「図書購入整備事業

費」、「協力図書管理運営事業費」、「図書館一般運営

費」の三事務事業が評価の対象。各々に３ないし２の評

価指標。特徴的な指標は「協力図書管理運営事業費」の

「図書の一括貸出し冊数」、「司書が支援を実施した市

町村数」 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1900年（明治33年）開館 

・1975年（昭和50年）現在地に新築移転 

鳳建築設計事務所 

愛媛県立図書館デジタルアーカイブ 

愛媛県行政資料（藩政期・明治期）絵図 



 

 

市町村支援担当職員の配置（巡回訪問の実施／依頼によ

る訪問支援）／市町村立図書館職員等への研修（「どこ

でも研修」県立図書館職員を市町村立図書館等へ派遣し

て実施／「図書館サービス研修」体系的な研修／「研修 

動画配信 」YouTube配信 ）／宅配による物流サービス／

移動図書館車による未設置市町村支援／セット貸出 

支援 

要覧に事業・取組みとしての記載はないが、高知県立図

書館利用規程に遠隔地返却サービスに類する記述があ

る。 

協働 

2019年7月 オーテピア高知図書館広報

紙『コトノハ』創刊 

2020年12月 オーテピア高知図書館（図

書展示情報）Twitter開設（12月1日） 

2020年12月 予約資料郵送貸出サービス

実施（12月23日～） 

2021年3月 放送ライブラリー視聴サー

ビス提供開始（3月20日） 

2021年7月 図書館向け電子雑誌閲覧

サービス「Kono Libraries」試用提供

実施（7月1日～2022年3月31日） 

2021年12月 オーテピア高知図書館

Instagram開設（12/22） 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

高知県高知市追手筋2-1-1 

 

年
譜 

【出典】令和４年度(2022年度）図書館要覧 オーテピア高知図書館 高知県立図書館・ 高知市立市民図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

692 7104 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

伝統ある図書館の新たな挑戦 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和４年度(2022年度）図書館要覧 オーテピア高知

図書館 高知県立図書館・ 高知市立市民図書館 

職員数 司書数 

44（うち正職員30） 
34（うち正職員

20） 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

高知県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

0 42581 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

TRC-DL（高知県電子図書館）、 

Kono Libraries（2022年4月から正式提供） 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

重点的に取り組むことの具体化 

図書館の自由の宣言で取り組みの基本を方向を明確に示すとと

もに、当初予算の概要の説明の中で重点的に取り組むことを具

体的に示している。示し方にも改善がみられる。 

要覧に記載なし／ 

高知県立図書館と高知市民図書館本館の合築による

『オーテピア高知図書館』のサービス計画（2022年から5

か年計画）によるサービス指標は、年間入館者数・個人

貸出点数・レファレンス件数。各種サービスの方向性と

して、開館以降中核的に進めてきたサービスごとの取組

を評価し、今後の方向性を示している。今後の方向性と

して非来館型サービス、電子書籍の提供体制を強化する

としている。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1879年（明治12年）開館 

・1973年（昭和48年）高知市丸の内に新築移転 

・2018年（平成30年）現在地に新築移転 

2018年7月24日開館：佐藤総合計画・ライト岡

田設計設計業務共同企業体（出典：『図書館年

鑑2019』日本図書館協会図書館年鑑編集委員会

編集、日本図書館協会、2019年、p224） 

高知県立図書館デジタルギャラリー 



 

 

相互貸借／講師派遣／福岡県図書館情報提供システム／

資料配送業務を含む「福岡県図書館情報ネットワーク」

の運営 

支援 

指定館受取・返却サービス：県立図書館が所蔵している

資料について、利用者本人によるインターネットでの予

約申込みにより、県内最寄りの図書館等で受取・返却が

できる。 

協働 

2020年度から電子図書館サービス

（KinoDen） 

2022年度から電子書籍サービス

（Librari-E & TRC-DL）を実施。 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

福岡県福岡市東区箱崎1-41-12 

 

年
譜 

【出典】要覧 令和４年度 福岡県立図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

5139 4987 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

充実した児童サービス、そしてアジアへ 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】要覧 令和４年度 福岡県立図書館 

職員数 司書数 

55 

（うち会計年度22） 
要覧に記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

福岡県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

15187 18127 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

Librari-E & TRC-DL 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

県立図書館の使命の明確化 

「館種を越えた県内図書館の情報拠点として」の 

使命が示されている。 

要覧に記載なし／ただし、県立図書館ウェブサイトに図

書館協議会への提出資料として「運営状況に関する評価

結果」を掲出。それによると図書館の5つの目標のうち2

つの目標の指標項目に「利用者（参加者）の満足度」を

採用している。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1915年（大正4年）開館 

・1983年（昭和58年）現在地に新築移転 

要覧に記載なし 

福岡県立図書館デジタルライブラリ 



 

 

児童図書貸出（新刊児童書の全点購入／

市町立図書館等への読書支援児童図書貸

出／市町立図書館等への新刊児童書優先

貸出）／相互貸借／協力レファレンス／

県内図書館横断検索システム／チーム司

書ネットワーク等推進事業（リーダー司

書の配置、市町の巡回支援／新刊児童書

等の活用・広報） 

支援 

遠隔地図書返却システム 

協働 

2019年度、図書館職員向けに司書資格取得促進事業を

実施。3月 データベースシステムを刷新し、本館が原

本を所有する資料の画像をパブリックドメインとして

公開 

2020年4月 佐賀県立図書館組織の再編。6月 リーダー

司書の県内図書館巡回開始。／課題解決支援事業の廃

止 

2020年10月 市町立図書館等への新刊児童書優先貸出開

始。12月 諸富家具活用推進事業による各閲覧室の家具

等の更新 

2021年2月 龍造寺家文書を使ったものづくりワーク

ショップ（デジタルアーカイブの画像を使ってトート

バッグを作る）開催。3月 郷土作家の絵本の読み聞か

せ動画を公開、高校への読書支援セット貸出廃止 2022

年1月 成人閲覧室廃止。3月 案内板補修、デジタルサ

イネージ設置。8月 「みんなの森」設置  

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

佐賀県佐賀市城内2-1-41 

 

年
譜 

【出典】令和３年度佐賀県立図書館年報 佐賀県立図書館 （令和4年8月発行） 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

812 2441 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

創立100年超の革新者 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和３年度佐賀県立図書館年報 佐賀県立図書館 

（令和4年8月発行） 

職員数 司書数 

59（うち職員27、 

会計年度32） 
要覧に記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

佐賀県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

29912 15278 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen：2022年度から 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

「新刊全点購入をしている児童図書利活用推進の強

化」「郷土資料の活用推進」「市町立図書館等との

ネットワークの強化」等の事業に取り組む 

「佐賀県総合計画2019」における県立図

書館の位置づけ及び図書館機能の充実に

係る施策の指標として「県立図書館の相

互貸借冊数」「県立図書館の児童書貸出

冊数」を掲げている。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1914年（大正3年）開館 

・1963年（昭和38年）現在地に新築移転 

内田祥哉 

佐賀県立図書館データベース 



 

 

協力貸出／協力レファレンス／協力車の巡回（相互貸借

資料搬送／情報収集／離島地域の返却図書の送料負

担）／一括貸出／ウェブサイト内で「県内図書館お知ら

せ」や「情報広場」による情報交換／実務研修会／市町

立図書館除籍資料の整理、保存 

支援 

協力館へのインターネット取寄せ申し込みシステム「と

りよせくん」を開始（2020年度から）／遠隔地返却サー

ビス（2021年度から） 

協働 

2019年10月 大村市との県・市合築の

図書館としてミライon開館 

2020年10月 協力館での受取開始「と

りよせくん」、サピエや国立国会図書

館視覚障害者等用デジタルデータ送信

サービスを活用した障害者サービス開

始 

2021年4月 返却サービスを稼働 

 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（長崎県立長崎図書館／長崎県立長崎図書館郷土資料センター） 

長崎県大村市東本町481／長崎市立山1-1-51 

 

年
譜 

【出典】令和４年度 要覧 長崎県立長崎図書館 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1313 4131 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

最多の分館設置歴を持つ長崎の新たなチャレンジ 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和４年度 要覧 長崎県立長崎図書館 

職員数 司書数 

要覧に記載なし 要覧に記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

長崎県立長崎図書館 

２０２1年 ２０１7年 

49297 56122 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

【ゆるぎない基本方針】 基本方針の構成や事業建ては基本的

に変わらない中で、離島を多く抱える図書館として地道に遠隔

地サービスの改善を図っている。図書館間の相互貸借ではな

く、協力館による遠隔地での受取、返却サービスを実施。 

要覧に記載なし／ただし、長崎県のウェブサイトに掲載

されている事務事業評価一覧表に図書館の事業の評価が

ある。そのなかで図書館に関連があるものとして図書館

管理運営費、新県立図書館整備事業費、ミライｏｎ（未

来につなぐ）子ども読書活動推進事業費、教科等教育指

導費の4事業の記述がある。2021年度の郷土資料センター

の完成を持って終了する「新県立図書館整備事業費」を

除く3事業について、拡充ないし改善の見直しが求められ

ている。評価にあたっては、数値目標は設定されていな

いので、達成率等の数値はない点も特徴的。 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1912年（明治45年）開館 

・1960年（昭和35年）長崎市立山に新築移転 

・2019年（令和元年）現在地に新築移転 

・2022年（令和4年）3月 郷土資料センター開館 

ミライon：佐藤総合計画・INTERMEDIA特定建設関連業

務委託共同企業体（出典：『図書館年鑑2020』日本図

書館協会図書館年鑑編集委員会編集、日本図書館協

会、2020年、p218） 

郷土資料センター：INTERMEDIA（出典：長崎県立長崎

図書館 郷土資料センター https://www.intermedia-

co.jp/intermedia_works/ksc.html） 

郷土デジタル資料 

（国立国会図書館がデジタル化し公開

している資料のうち、長崎県内で出版

された資料の一覧（2021年3月現在）） 



 

 

相互貸借／巡回運営相談／図書館担当者会議等への施設

提供および協力／配本協力／一括貸出／子ども文庫の貸

出／展示のセット貸出／被災図書館への支援／図書館支

援アンケートの実施 

支援 

遠隔地受取・返却サービス 

協働 

2020年8月 豪雨災害で業務が停止した

芦北町立図書館にかわり、旧田浦町の

地域活性化センター内に芦北町臨時図

書館を開設 

2021年1月 熊本市とのインターネット

予約貸出サービス開始 

2021年10月 遠隔地受取・返却サービス

を開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

熊本県熊本市中央区出水2-5-1 

 

年
譜 

【出典】令和4年度 要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1739 7409 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

震災復興で問われる役割 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度 要覧 

職員数 司書数 

60 33 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

熊本県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

26606 1540 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

災害で被災した図書館の資料を修復するだけでな

く、修復技術の指導まで行う手厚いサポート体制 

全国から見た熊本県立図書館のすがた（都道府県立図書

館平均との比較）／開閉架図書冊数・開架率／県内公共

図書館の概要（蔵書冊数・貸出冊数等） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1896年（明治29年）開館 

・1985年（昭和60年）現在地に新築移転 

安井建築設計事務所（出典：作品集のPDF（日

建連）https://www.nikkenren.com/kenchiku/

pdf/389/0389.pdf 

貴重資料デジタルアーカイブ 



 

 

司書等派遣・巡回相談業務／団体貸出文庫／宅配便によ

る資料搬送／OLIB（協力貸出システム） 

支援 

市町村図書館等経由返却 

協働 

2021年3月 電子書籍サービス開始 

2021年3月 サピエ図書館に登録 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

大分県大分市王子西町14-1 

 

年
譜 

【出典】令和4年度要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1125 6341 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

市立図書館の大規模化により役割の変容に直面 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度要覧（ウェブ未公開） 

職員数 司書数 

40 17 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

大分県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

20999 23947 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

全市町村から要望がある巡回相談は、 

支援者としての役割が県内に定着している証 

司書等派遣・巡回相談業務件数／子ども読書推進員（講

師）の派遣・紹介件数／OLIB登録団体数 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1902年（明治35年）開館 

・1994年（平成6年）現在地に新築移転 

磯崎新アトリエ 

ー 



 

 

やまびこ文庫（大量貸出支援事業と定期配送による

支援）／子育て支援図書セット貸出／団体文庫／図

書館ネットワーク事業／図書館等の運営に係る支援

や助言を行う訪問支援／神話の源流みやざき「語り

部」養成・活用推進事業 

支援 

県内公共図書館における巡回展 

協働 

2021年3月 イベント「コロナ禍でオンライ

ンでの図書館サービスを考える120分」 

2021年3月 宮崎県立図書館ビジョン「第2期

アクションプラン」策定。 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

宮崎県宮崎市船塚3-210-1 

 

年
譜 

【出典】令和4年度 宮崎県立図書館要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1070 7735 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

先行する「県の情報拠点としての図書館」化 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度 宮崎県立図書館要覧 

職員数 司書数 

26 要覧に記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

宮崎県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

5255 6566 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

多様な関係機関同士をつなぐ仲介者として、 

展示や研修を企画 

県内地区別の貸出比率／Facebookアクセス件数・

フォロワー数 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1902年（明治35年）開館 

・1988年（昭和63年）現在地に新築移転 

安井・宮崎建築設計共同企業体 

宮崎県立図書館貴重書デジタルアーカイブ 



 

 

市町村等への貸出（貸出文庫）／特別貸出／講師の派

遣／来館研修の受け入れ 

支援 

要覧に記載なし 

協働 

2020年2月 ラーニングスペース(中高生の

学びの場)「ゆいゆい」設置（奄美図書

館） 

2020年3月 新たな「鹿児島県立図書館基

本的運営方針」の策定 

2021年 視覚障害者等サービスの開始 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

（鹿児島県立図書館本館／鹿児島県立奄美図書館）  
鹿児島県鹿児島市城山町7-1／奄美市名瀬古田町1-1 

 

年
譜 

【出典】令和4年度 鹿児島県立図書館要覧 

令和4年度 奄美図書館要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1589 9187 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

奄美島嶼部を支える離島保有県の矜持 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和4年度 鹿児島県立図書館要覧（ウェブ未公開） 

令和4年度 奄美図書館要覧（ウェブ未公開） 

職員数 司書数 

36 要覧に記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

鹿児島県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

36457 35127 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

ー 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

継続して離島を支援するほか、新たな運営方針を策

定し図書館の成長を目指す 

本館：九州各県立図書館の比較（蔵書冊数・受入冊

数・個人貸出冊数・図書館等への貸出冊数） 

奄美：大島地区の図書館統計 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1902年（明治35年）開館 

・1980年（昭和55年）現在地に新築移転 

・2009年（平成21年）現在地に奄美図書館新築

移転 

奄美：下舞・畠中・堂園・YUプラン共同設計企

業体（出典：『図書館年鑑2010』日本図書館協

会図書館年鑑編集委員会編集、日本図書館協

会、2010年、p212） 

鹿児島県立図書館デジタルアーカイブ 



 

 

一括貸出／協力貸出／市町村巡回車の運行／沖縄県図書

館情報ネットワーク事業／空飛ぶ図書館(移動図書館) 

以下は別資料より（出典：「沖縄県立図書館運営方針

（令和3年度～令和7年度）」 ） 

市町村立図書館等へのブックリストの提供やパネル等の

貸出 

支援 

遠隔地返却サービス 

協働 

2021年3月 電子書籍サービス開始 

2021年3月 「沖縄県立図書館運営方針

（令和3年度～令和7年度）」策定。目

標に"県民に開かれた知の拠点"・"琉

球・沖縄関係資料の中核的図書

館"・"地域や県民の課題解決を支援す

る図書館"・"県域の中心となる広域型

図書館 "を挙げる 

DXほか、前回（2019）からの動向 

作成：ポスターセッション準備会 改 要覧調査分析プロジェクト＠都道府県立図書館サミット2022 

沖縄県那覇市泉崎1-20-1 

 

年
譜 

【出典】令和４年度 沖縄県立図書館要覧 

管内の現況 

人口（千人） 面積（km2 ) 

1468 2283 

【出典】『日本統計年鑑令和4年版』p47（2020年時

点）／面積：『日本統計年鑑令和4年版』ｐ１９（2021年

4月1日現在） 

新たな図書館像を模索する 

【出典】『ライブラリー・リソース・ガイド（LRG）第16号・2016年秋号』 

【出典】令和４年度 沖縄県立図書館要覧 

職員数 司書数 

56 要覧に記載なし 

【出典】『図書館雑誌』2022年8月号、 

    『日本の図書館 統計と名簿 2018』 

沖縄県立図書館 

２０２1年 ２０１7年 

4465 3479 

図書館等に対する貸出冊数 

導入している電子書籍サービス名 

KinoDen 

公開・運用中のデジタルアーカイブ 

移民ルーツ調査をはじめとする 

充実した館内サービスのほか 

幅広い対象に一括貸出で支援 

図書購入予算の推移（グラフ）／資料撮影・印刷物掲載

許可件数／移動図書館利用人数・貸出冊数／県内公共図

書館統計（蔵書冊数・貸出冊数等） 

特徴的な評価指標 

建
築
・
設
計 

チェックポイント 

・1910年（明治43年）開館 

・1983年（昭和58年）那覇市寄宮に新築移転 

・2018年（平成30年）現在地に新築移転 

2018年12月15日開館：松田平田設計（出典：

https://www.mhs.co.jp/work/

okinawa_library/（2022-10-12）） 

沖縄県立図書館貴重資料デジタル書庫 


