
「これからの滋賀県立図書館のあり方」行動計画　令和３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３年度取組状況 課題・今後の方針 数値指標
目標値

(令和３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

７.９２冊 ７．３７冊 93.1% △

県内公共図書館への協力貸出し
冊数

３４,５００冊 ３３,８６７冊 98.2% △

図書館ホームページアクセス件数 ３９５,０００件 ３８０,５７５件 96.3% △

県立図書館来館者数 ２４７,５００人 ２１０,１０２人 84.9% △

県立図書館職員が訪問した市町
立図書館の延べ館数

１９８館 １６８館 84.8% △

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

９５％ ９５.９％ 100.9% ○

３．地域の課題解決に向けた
情報提供・情報発信

【地域課題に関連した資料紹介】
・企画資料展：４回（びわ湖の日、同和問題、人権啓発、がん
情報資料展）
・「なまずの知恵袋」（調べ方案内）の発行：３回
・参考資料室展示：12回
【地域課題に関連した資料整備】
・「滋賀の森づくり図書整備事業」森林関連図書整備：350冊
【県機関等との連携】
・県施策等に関連した館内図書展示：21回
・県の施策や各部署の取組を紹介するパネル展示：7回
・県機関への図書貸出：６機関　508冊

・連携展示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。
・県機関の催し物などの際に、館内での連携展示や展示図
書リストの配布などにより、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
施したうえでの講義形式の講座の実施を検討する。
・「滋賀の森づくり図書整備事業」・「滋賀の働く人を応援する
資料整備事業」・「外国にルーツを持つ人々への情報提供
サービス推進事業」などにより、全県的な課題に対応した図
書館資料の収集・提供に努める。
・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 ３２回 ２１回 65.6% △

・目標回数には至らなかったが、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。

１．全ての県民へ向けたサー
ビスの実施

【市町立図書館への協力】
・協力貸出：33,867冊（うち購入1,174冊）
・所蔵館紹介：574件（うち県外458冊）
・協力レファレンス：72件
【県立図書館におけるレファレンスサービス】
・メールによる個人からのレファレンス：97件
・口頭・電話レファレンス対応：5,023件
・文書・ＦＡＸ：６件
【インターネットサービス】
・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
【利用に配慮の必要な人に向けたサービス】
・障害者サービス用資料の整備：大活字本133冊　録音図書
129点　 点字資料５点
・読書支援機器の広報（HPに掲載）
・外国語資料（一般向け）整備：58冊
【立地を生かした場の提供】
・文化ゾーン施設等連携事業：探検隊参加者：29名
・大学生フィールドワーク等：３回
・高校生実習の受入：２回
・東近江市・木を使うプロジェクト推進協議会活動紹介パネ
ル・木のおもちゃの展示会：１回

・新型コロナ感染症が収束しない中、直
接利用に関わる指標は達成には至らな
かったが、昨年度と比べると利用の回復
の兆しが見える。
・県内各館とも感染症拡大防止対策を施
した上で開館を維持し、県民へのサービ
ス提供に努めた結果、協力貸し出し件数
は、過去５年間で最も多くなった。
・インターネットを介したサービスの利用
件数は、昨年度よりは減少したが、コロナ
以前と比べると依然高い数値となってい
る。

達成率

・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
はじめとするウェブコンテンツをモバイル端末でいつでもどこ
でも容易に閲覧できる環境を整備する。
・県の読書バリアフリー計画に基づいた当館サービス計画を
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。
・大活字本、朗読CDなどのコーナーをバリアフリーコーナーと
して整備する。（児童室も同様）
・「外国にルーツを持つ人々への情報提供サービス推進事
業」により、新鮮な外国語資料を収集し、関係機関と連携して
外国語を母語とする人々への広報や資料提供に努める。
・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。
・コロナ禍が容易に収束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。

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

【県内図書館ネットワーク】
・協力車による司書の巡回：31回のべ161館　(８～９月休止)
　物流便による協力貸出：146回　運行休止なし
・司書巡回休止中における電話やzoomによる情報交換：電
話7回7館、zoom4回10館
・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
【県内図書館職員向け研修】
・主催・共催４講座：参加者のべ371人(（zoom併用のべ176
人） （他館種からの参加：のべ70人））
・県公共図書館協議会において事例発表やグループ討議を
実施：参加者21名
・市町立図書館との職員交流研修：１自治体　受入２名
【県内外図書館等との連携】
・市町図書館協議会への委員派遣：３自治体　３回
・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1,081冊　借受370冊
・国立国会図書館へのレファレンス事例提供：28件、調べ方
案内提供：２件
・中国湖南省図書館との資料交換：雑誌50タイトル送付　47タ
イトル受取

・新型コロナ感染症の影響下で、８月～９
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
かなかったが、電話やzoomによる情報交
換を代替措置としてコミュニケーションを
図った。
・資料提供の満足度に関しては、物流は
止めずに運行したことや、レファレンス回
答の迅速な提供などの結果、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、98.9%と高い理解度・満足度の評価を
得ることができた。

・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。



重点的な取組項目 令和３年度取組状況 課題・今後の方針 数値指標
目標値

(令和３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）

２４.７冊 ２４.８冊 100.4% ○

学校図書館支援用図書の貸出し
冊数

８３０冊 ８７１冊 104.9% ○

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：115件
・メールマガジンによる新着図書の案内：毎週１回
・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：毎月1回
・「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：３か月毎、ホームページ・県庁掲示板・関係各
課へのメール送信
・Twitterによる情報発信：112件
・行事等の報道機関への資料提供：15回
・メディアへの掲載・放送等：新聞11回　TV２回（うち資料提供
したもの：7件）

・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。
・「外国にルーツを持つ人々への情報提供サービス推進事
業」により整備した多言語資料の情報を、国際課や国際協会
等の関係団体へも提供し、事業や資料の周知に努める。
・引き続き行事等に関する報道機関への積極的な資料提供
に努める。
・昨年度より開始したTwitterを活用した情報発信をさらに進
める。
・図書資料展示の情報を県庁内へも発信し、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 ３１回 １５回 48.4% △

・昨年度に引き続き、当館主催イベントの
ほとんどを休止したため、報道機関への
資料提供回数は目標に達しなかったが、
15回提供したうちの7回分がメディアに掲
載された（46.7%）。
・一方でインターネットを介した情報発信
については、ウェブサイトでの発信に努め
るとともに（前年度比132％）、Twitterの
開始など新しい方策を試みた。

年間受入冊数 ２０,７２０冊 ２３,６２４冊 114.0% 〇

県立図書館職員が研修に参加し
た延べ人数

４５人 ４１人 91.1% △

４．子どもの読書活動の推進

【閲覧・貸出用資料の整備】
・児童資料の整備：6,246冊(下記の多言語図書含む)
・児童書新刊紹介「ひともっこ」特別編の刊行：7～9月週刊で
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：１回
【多言語図書(児童書)の整備】
・「子どもに向けた多文化サービス推進事業」による整備：
1,077冊
・伊藤忠商事(株)からの児童書寄贈：326冊
【子どもの読書に関わる人々への支援】
・研究・選定用資料の整備：1,225冊
・児童図書研究室の利用：219回
・研究・選定用資料の展示会（出張展示含む）：35回
・子どもの本まつりの開催：２回　参加者のべ110人
【県機関などとの連携】
・県機関主催の講座等への職員派遣：２回　５名
【学校図書館支援】
・学校図書館活用支援のための支援員派遣：16校　69回
・学校図書館支援用図書の貸出：８件　871冊
・県内高等学校図書館への貸出：13校　875冊

・２つの指標ともに目標値を達成できた。
・「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。
・子どもに向けた多文化サービス推進事
業が伊藤忠商事(株)との連携も加え、多
言語児童書の整備が進んだ。
・学校図書館支援用図書の貸し出しにつ
いては、前年度比135％とコロナ禍からの
回復が見える。
・高等学校図書館への貸出は13校875冊
で、前年度比は校数108％、冊数121％と
なり、引き続き増加している。

・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。
・伊藤忠商事(株)と連携した世界各国の児童書寄贈のプロ
ジェクトを継続し、多言語児童書の充実を図る。
・整備した多言語の児童書の広報に努め、関係団体等と連
携して利用の促進を図る。
・学校図書館への支援については、学校図書館支援用図書
の広報に努めるとともに、市町立図書館を通じた図書の提供
などに努める。

６．図書館サービスを支えるた
めの基盤整備

【資料整備】
・全県的な利用を考慮した蔵書整備：受入冊数23,624冊　　う
ち購入18,830冊　寄贈3,372冊　市町立図書館から移管1,422
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 1,912冊・水資料 296冊・参考図書 555冊・
行政資料 728冊
・デジタルアーカイブコンテンツの拡充：新規公開コンテンツ
数　610点
・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1,280冊※館外用資料除く

雑誌164誌
【司書の資質向上】
・職員の外部研修への参加：のべ11人
・市町立図書館職員等を対象とした研修への講師派遣：６回

・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
めるとともに、一般資料・児童資料につい
ては新規事業での整備もあり、目標を達
成できた。
・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はオンライン研修
には受講者を増やすなど、可能な限り受
講する体制をとったが、目標達成には至
らなかった。

達成率については、実績/目標値を○△で評価
○100%以上
△100%未満

・令和２年度に改訂した「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。
・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。
・地下書庫については、令和３年度に策定した資料再配置計
画に従って配置や棚割りの変更を行い、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。


