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はじめに

　全国公共図書館協議会では、平成１３年度から２か年計画で、公

立図書館における電子図書館のサービスと課題について「調査・研

究事業」（文部科学省の国庫補助対象事業）を実施しています。

　急速に進むＩＴ革命という社会状況の中で、公立図書館において

も、図書館の電子化がこれからの重要な目標になります。

　この「調査・研究事業」は、ＩＴ革命の時代に対応できる図書館

に向けて、公立図書館における電子図書館のサービスと課題につい

て実態調査し、電子図書館化を中心とした図書館サービスの今後の

あり方と課題を考察することにしています。

　本年度は、都道府県立図書館及び市区立図書館並びに町村立図書

館のそれぞれの中心館を対象に、実態調査を行いました。この実態

調査報告書は、その結果をまとめたものです。

　この報告書が、全国の公立図書館における電子図書館化の基礎資

料として役立てば幸いです。

　最後に、この実態調査報告書の作成にあたり、ご助言をくださっ

た東京大学大学院教育学研究科の根本彰助教授に厚くお礼申し上げ

ます。

2002年３月

全国公共図書館協議会

全国調整委員会
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調　査　概　要

１　調査目的

　　「公立図書館における電子図書館のサービスと課題」について調査・研究し、ＩＴ革

　　命の時代に対応できる公立図書館のサービス体制整備に寄与することを目的とする。

２　調査内容

　　別紙調査票のとおり

３　調査対象館

　　全国の公立図書館の中心館

４　調査時点

　　平成13年10月１日

５　調査方法

　(1)  調査票の配布

　　　全公図事務局　→　都道府県立図書館の中心館　→　調査対象館

　(2)  調査票の回収

　　　調査対象館　→　都道府県立図書館の中心館　→　各地区の全国調整委員会委員

　　　→　全公図事務局

　(3)　調査票の回収状況

区分 調査票配布数 回答数 無回答数

都 道 府 県 立 図 書 館 47 47 0 100.0

特 別 区 立 図 書 館 23 23 0 100.0

政令指定都市立図書館 12 12 0 100.0

市 立 図 書 館 643 632 11 98.3

広域図書館(事務組合) 4 4 0 100.0

町 村 立 図 書 館 970 942 28 97.1

計 1699 1660 39 97.7

回収率（％）
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