
「これからの滋賀県立図書館のあり方」行動計画　令和２年度の取組に対する自己評価一覧表

重点的な取組項目 令和２年度取組状況 課題・今後の方針 数値指標
目標値

(令和２年度)
実績 自己評価

県内公立図書館の県民一人当た
り貸出し冊数

７.８８冊 ６.７７冊 85.9% △

県内公共図書館への協力貸出し
冊数

３４,０００冊 ３０,９４３冊 91.0% △

図書館ホームページアクセス件数 ３９０,０００件 ４０３,０３３件 103.3% ○

県立図書館来館者数 ２４５,０００人 １８８,０６１人 76.8% △

県立図書館職員が訪問した市町
立図書館の延べ館数

１９３館 １３４館 69.4% △

県立図書館による資料提供に対
する市町立図書館の満足度

９０％ ９６.２％ 106.9% ○

３．地域の課題解決に向けた
情報提供・情報発信

・「滋賀の森づくり図書整備事業」森林関連図書整備（1,137
冊）
・県施策等に関連した館内図書展示(10回)
・県の施策や各部署の取組を紹介するパネル展示(９回）
・県機関主催セミナー等への出張展示　(５回)、ブックリスト
の提供(１回)
・県芸術文化祭関連行事への会場提供
・県機関への図書貸出（７機関　849冊）

・連携資料展やパスファインダーによる情報発信・広報
により、潜在的な需要を掘り起こし、県民への資料や情
報の提供を促進する。
・出張展示が困難な場合は館内での連携展示・展示図
書リストの配布などの代替手段により、県民への情報
提供を行う。
・県民の学びを深める機会の提供のため、土曜サロン
においては、県各部局の実施する出前講座を活用し、
感染対策を施したうえで講義形式の講座を実施する。
・全県的な課題に対応した図書館資料の収集に努め
る。昨年度に引き続き「滋賀の森づくり図書整備事業」
により県民の森林の理解への寄与を図る。
・県政の課題解決支援のために、県機関への資料の貸
出やレファレンスを引き続き実施する。

県関係部局との連携展示回数 ２９回 １５回 51.7% △

・年度前半にセミナー等が開催されな
かったこともあり、目標回数には至らな
かった。
・出張展示が不可能な場合は館内での
連携展示・展示図書リストの配布などに
より、県民への情報の提供に努めた。
・県庁各課の発行するパンフレット類を
館内に設置し配布し、県の施策等に関
する情報提供を行った。
・これまでの連携活動を受けて、県庁各
課等の方からの連携展示やパネル展示
の依頼が寄せられるようになった。

１．全ての県民へ向けたサー
ビスの実施

・協力貸出（30,943冊　うち購入1,048冊）
・所蔵館紹介（595件　うち県外497冊）
・協力レファレンス（58件）
・メールによる個人からのレファレンス（119件）
・市町立図書館で利用可能なデータベースの導入（11月～
ログイン回数　510回)
・デジタルアーカイブによる所蔵貴重資料の公開（特集３回）
・障害者サービス用資料の整備（大活字本33冊　録音図書
２点　マルチメディアDAISY４点 点字資料９点）
・障害者に向けた利用案内作成
・読書支援機器の広報（HPに掲載）
・外国人向けに図書館の利用を広報（情報紙掲載１回）
・外国語資料整備（120冊）
・館内設備への感染症防止対策（椅子・端末の間引き、消毒
器・サーモグラフィカメラの設置、飛沫防止アクリルパネル等
の設置）
・文化ゾーン施設等連携事業（1回）
・大学生フィールドワーク、高校生実習の受入(各１回)

・県民に確実に図書館資料を提供するために、市町立
図書館からの貸出依頼には迅速に対応するとともに、
未所蔵資料については購入での対応を基本とし、所蔵
館紹介を合わせながら必ず提供を行っていく。
・市町立図書館からのレファレンスやメールによるレファ
レンスについて、館内体制を整え、1週間以内の迅速な
回答に努める。
・コンピュータシステムの更新に伴い、デジタルアーカイ
ブを容易に検索閲覧できる環境を整える。
・読書バリアフリー法の施行、国の計画を受けた、県の
計画策定に参画し、策定後は県の計画に基づいた当館
サービス計画の骨子を作成する。
・読書バリアフリーのための資料整備事業」により、障害
者サービス用資料の整備に努める。
・新鮮な外国語資料を収集し、国際課とも連携して外国
語を母語とする人々への情報提供に努める。
・６月開館の県立美術館と活発に連携し、資料展示等を
実施する。
・文化ゾーン連携事業・県民活動の発表の場の提供に
ついて引き続き実施するとともに広報にも努める。
・コロナ禍が容易に終息しない中にあっては、魅力ある
資料の整備とともに、資料や様々な取組の情報をウェブ
サイトで発信することによって、必要な資料や情報が県
民に届けられるよう努める。

・新型コロナ感染症の影響での臨時休
館などのため、直接利用に関わる指標
は達成には至らなかった。
・臨時休館を最小限にし、再開館後は感
染症拡大防止のための制限を設けなが
らも開館を維持し、県民へのサービス提
供に努めた。
・直接来館利用が制約を受ける中で、イ
ンターネットを介したサービスは、ホーム
ページアクセス件数が前年度比113%、
蔵書検索回数が同124%、メールによるレ
ファレンスが同138%となった。

達成率

２．県内各図書館の人・資料・
情報をつなぐネットワークの整
備・充実

・協力車による司書の巡回（２５回のべ124館　(4月第2週～7
月休止)）、物流便による協力貸出（運行休止なし　149回）
・口頭やメールでの迅速な司書巡回報告による職員間の情
報共有。
・コロナ禍での各図書館の運営状況の情報収集・情報提供
（情報提供回数　100回)
・図書館職員向け研修の開催（４講座 参加者延べ155名(う
ちオンライン参加58名、理解度・満足度95.9%）
・県公共図書館協議会において「コロナ禍における図書館
サービスの可能性」について事例発表やグループ討議を実
施(参加者26名)
・市町立図書館との職員交流研修（３自治体　受入４名　派
遣３名）
・市町図書館協議会への委員派遣（３回）、図書館システム
審査会への委員派遣(１回)
・市町の図書館でも利用できるデータベースの導入（１種）
・大学図書館連絡会への参加（１回）
・県外図書館との相互貸借（貸出1,222冊　借受423冊）
・国立国会図書館へのレファレンス事例提供（12件）、調べ
方案内提供(３件)
・中国湖南省図書館との資料交換（雑誌50タイトル）

・司書巡回に加えて、図書館ポータルの活用・オンライ
ン形式での対話など各館の事情に合わせた手段によ
り、コロナ禍においても活発な情報提供や情報共有に
努める。
・物流便について、祝日等により週1回の通常コースが
運行できない場合にも、特別コースや郵送により市町立
図書館へ資料が確実に届く手段を確保する。
・オンラインシステムを活用するなどし、参加しやすく満
足度の高い研修を実施するとともに、県と市町間での職
員の交流研修についても引き続き実施する。
・全国的なレファレンス業務の向上と県の情報の発信に
もつながるレファレンス事例の国立国会図書館への提
供を積極的に実施する。

・新型コロナ感染症の影響下で、４月～
７月の司書巡回が休止されたこともあ
り、市町図書館への訪問回数は目標値
に届かなかった。
・資料提供に関しては、臨時休館中も物
流は止めずに運行したことや、レファレン
ス回答の迅速な提供とならんで、新型コ
ロナ対策の情報や図書館運営に関する
様々な情報の提供も行い、目標を達成
することができた。
・研修事業においては、オンライン形式
を併用するなど参加しやすい環境を提
供し、95.9%と高い理解度・満足度の評価
を得ることができた。
・国立国会図書館へのレファレンス事例
提供の結果、同館より事例の被参照件
数などについての礼状を受け取った。



重点的な取組項目 令和２年度取組状況 課題・今後の方針 数値指標
目標値

(令和２年度)
実績 自己評価達成率

県内公立図書館の児童図書貸出
し冊数（１２歳以下の県民一人当
たり）

２４.６冊 ２１.２冊 86.2% △

学校図書館支援用図書の貸出し
冊数

６６０冊 ６４５冊 97.7% △

５．図書館サービスについて
の情報発信・周知

・ウェブサイトによる情報発信（87件）
・メールマガジンによる新着図書の案内(新着図書１回/週)
・経済産業関係団体や大学図書館に向けたビジネス・産業
分野の新着図書案内メール（１回/月)
・「滋賀の森づくり図書整備事業」における森林関係分野の
新着図書案内(１回/３カ月　ホームページ・県庁掲示板・関
係各課へのメール送信)
・行事等の報道機関への資料提供（11回）
・メディアへの掲載・放送等（新聞14回　地域紙１回　TV５回
企業広報誌１回　外国人向け情報紙１回　フリーペーパー１
回）

・県立図書館の資料やサービスの周知のため、ウェブ
サイトによる情報発信をさらに活発に行うとともに、様々
な媒体を利用した情報発信に取り組む。
・図書館報について、内容を簡潔にし刊行頻度を高くす
ることで、よりタイムリーな情報提供に努めるとともに、
県庁内へも発信し、図書館の活動の周知に努める。

報道機関等への資料提供回数 ２８回 １１回 39.3% △

・当館主催イベントのほとんどを休止した
ため、目標に達しなかったが、連携事業
で他部局の行った資料提供に基づく取
材やコロナ禍の下での図書館・読書へ
の関心の高まりからの取材等で、メディ
ア掲載回数は前年度比177％となった。

年間受入冊数 ２０,４３０冊 ２２,９２５冊 112.2% ○

県立図書館職員が研修に参加し
た延べ人数

４０人 ４７人 117.5% ○

４．子どもの読書活動の推進

・閲覧・貸出用児童資料の整備（5,008冊）
・児童室の感染症対策に伴う机・椅子の撤去と、空いたス
ペースへの面展示台の設置による表紙見せスペースの拡
大
・研究・選定用資料の整備（1,243冊）
・児童研究室を研究・選定用資料の閲覧に適するようレイア
ウト改善(研究室の利用回数127回)
・児童書新刊紹介「ひともっこ」特別編の刊行（７～９月に週
刊で12回）
・森林環境学習「やまのこ」事業に対応するブックリストを作
成・配布
・研究・選定用資料の展示会（出張展示含む）（30回）
・子どもの本まつりの開催（12月23-25日　参加者のべ105
人)
・県機関主催の講座等への講師派遣（３回　４名）、図書資
料提供 (５回)
・・学校図書館活用支援のための支援員派遣（14校　48回）
・学校図書館支援用図書の貸出（９件　645冊）
・県内高等学校図書館への貸出(12校　724冊)

・引き続き児童書の全点購入による閲覧・貸出用資料
の整備に努めるとともに、基本的な児童書については
買い直し等により資料の汚破損に対処する。
・「子どもの読書にかかわる人々への支援事業」におい
て、次年度以降も児童書に関する情報提供を維持する
ため、関係団体と連携し、新刊情報誌を子どもの読書に
関わる各々の人々に届ける試みを実施する。
・学校図書館への支援については、「学校図書館を活用
した楽しむ読書推進事業」において引き続き学校図書
館のリニューアルや運営改善の支援を行うとともに、学
校図書館支援用図書の広報に努め、利用の促進を図
る。
・子どもの読書活動の推進については、現行の２事業
が最終年度であることから、次年度以降を見据え、児童
書に関する情報提供の仕組みや、学校図書館の運営
支援情報の提供、幅広く収集している知識の本などを
市町立図書館を通じて学校図書館へ提供する仕組み
の確保に努める。

・一般サービスと同様、新型コロナ感染
症の影響により、児童図書の利用に関
する指標はいずれも目標に達しなかっ
た。
・サービス制限を余儀なくされる中、「ひ
ともっこ」特別編の刊行や児童室での面
展示台の設置などの工夫、子どもの本
まつりの開催などにより児童書の情報の
提供に努めた。
・「学校図書館を活用した楽しむ読書推
進事業」の事後アンケートでは参加校14
校のうち「満足」が11校「やや満足」が３
校と高い評価を受けた。
・高等学校図書館への団体貸出登録を
受けて、貸出が12校724冊となり、前年
度比は校数150％、冊数174％であった。

６．図書館サービスを支えるた
めの基盤整備

・館の蔵書構成方針の改訂・事業概要への掲載による公表
・全県的な利用を考慮した蔵書整備（受入冊数22,925冊
うち購入18,679冊　寄贈3,072冊　市町立図書館から移管
1,174冊※館外用資料含む)
・滋賀資料・水資料をはじめ、専門書や学術書を重視した図
書整備（滋賀資料 1,251冊・水資料 266冊・参考図書 600
冊・行政資料 1,070冊）
・デジタルアーカイブコンテンツの拡充（新規コンテンツ数
83点）
・地下１階書庫資料の移動整理、および地下３・４階書庫の
配架見直しによる保存スペースの確保
・市町立図書館からの移管資料受入（図書1,152冊※館外用資料除

く 　164誌）
・職員の外部研修への参加（のべ47名）

・改訂した「蔵書構成方針」により、引き続き全県的な利
用を考慮した資料の整備、汚破損資料の補充に努め
る。
・昨年度に引き続きデジタルアーカイブのコンテンツの
拡充を図る。
・資料の劣化対策やメディア変換などにより、県民の将
来への利用に備える。
・地下書庫の収容限界までの期間を延ばすため、資料
配置の変更や棚割りの見直しを通じて、余剰スペース
の確保に努める。
・司書の専門性の向上を継続的に図るため、オンライン
での受講も活用しながら、職員の外部研修の機会の確
保に努める。

・２つの指標とも目標を上回った。
・前年度に引き続き、特に滋賀資料・水
資料については、非市販資料の入手に
努めた。また、非来館型サービスの拡充
のため、デジタルアーカイブのコンテンツ
を拡充した。
・職員の研修についてもオンライン研修
には受講者を増やすなど、可能な限り受
講する体制をとれた。

達成率については、実績/目標値を○△で評価
○100%以上
△100%未満


