
政令指定都市図書館統計（平成29年度）

人口
(人)

①

市域面積
(km2)

②

図書館数
(館数)

③

蔵書冊数
(千点)

④

貸出点数
(千点)

⑤

予約件数
(千点)

⑥

28年度図書館費
決算額(千円)

28年度資料費
決算額(千円)

さ い た ま 市 1,292,016 217.43 25 3,539 9,463 2,765.3 1,244,244 228,601

札 幌 市 1,952,348 1,121.26 11 2,639 5,954 1,707.4 756,165 107,452

仙 台 市 1,060,545 786.30 7 1,991 4,158 204.4 656,098 149,849

千 葉 市 967,832 271.77 15 2,262 3,975 1,164.8 733,884 118,675

横 浜 市 3,737,845 437.56 18 4,113 10,522 3,026.0 1,469,389 222,258

川 崎 市 1,488,031 143.00 12 1,918 6,606 1,895.0 482,364 112,415

相 模 原 市 718,192 328.66 4 1,458 2,716 591.0 545,760 61,658

新 潟 市 796,773 726.45 19 1,878 4,324 821.0 671,416 145,242

静 岡 市 706,287 1,411.90 12 2,264 4,125 526.8 527,322 168,213

浜 松 市 807,013 1,558.06 23 2,388 4,350 859.1 1,181,029 134,089

名 古 屋 市 2,288,240 326.45 21 3,276 10,573 533.0 1,180,346 192,215

京 都 市 1,415,775 827.83 18 1,830 7,030 1,660.6 790,649 173,347

大 阪 市 2,702,432 225.21 24 4,200 12,091 2,860.9 1,408,472 215,203

堺 市 840,622 149.82 12 1,865 4,276 1,066.6 461,433 97,005

神 戸 市 1,542,935 557.02 11 2,071 6,446 1,701.1 949,027 171,211

岡 山 市 709,188 789.95 9 1,639 4,307 921.6 335,243 115,815

広 島 市 1,195,327 906.53 11 2,153 5,256 1,570.4 532,310 116,945

北 九 州 市 961,024 491.95 18 1,923 3,571 156.4 854,118 192,040

福 岡 市 1,529,040 343.39 11 1,956 4,060 771.6 1,117,570 126,220

熊 本 市 734,317 390.32 5 1,553 3,005 332.2 364,025 100,880

順位 人口
(人)

市域面積
(km2)

図書館数
(館数)

蔵書冊数
(千点)

貸出点数
(千点)

予約件数
(千点)

28年度図書館費
決算額(千円)

28年度資料費
決算額(千円)

横浜市 浜松市 さいたま市 大阪市 大阪市 横浜市 横浜市 さいたま市
(3,737,845) (1,558.06) (25) (4,200) (12,091) (3,026) (1,469,389) (228,601)

大阪市 静岡市 大阪市 横浜市 名古屋市 大阪市 大阪市 横浜市
(2,702,432) (1,411.90) (24) (4,113) (10,573) (2,861) (1,408,472) (222,258)
名古屋市 札幌市 浜松市 さいたま市 横浜市 さいたま市 さいたま市 大阪市

(2,288,240) (1,121.26) (23) (3,539) (10,522) (2,765) (1,244,244) (215,203)
札幌市 広島市 名古屋市 名古屋市 さいたま市 川崎市 浜松市 名古屋市

(1,952,348) (906.53) (21) (3,276) (9,463) (1,895) (1,181,029) (192,215)
神戸市 京都市 新潟市 札幌市 京都市 札幌市 名古屋市 北九州市

(1,542,935) (827.83) (19) (2,639) (7,030) (1,707) (1,180,346) (192,040)
福岡市 岡山市 横浜市 浜松市 川崎市 神戸市 福岡市 京都市

(1,529,040) (789.95) (18) (2,388) (6,606) (1,701) (1,117,570) (173,347)
川崎市 仙台市 京都市 静岡市 神戸市 京都市 神戸市 神戸市

(1,488,031) (786.30) (18) (2,264) (6,446) (1,661) (949,027) (171,211)
京都市 新潟市 北九州市 千葉市 札幌市 広島市 北九州市 静岡市

(1,415,775) (726.45) (18) (2,262) (5,954) (1,570) (854,118) (168,213)
さいたま市 神戸市 千葉市 広島市 広島市 千葉市 京都市 仙台市
(1,292,016) (557.02) (15) (2,153) (5,256) (1,165) (790,649) (149,849)

広島市 北九州市 川崎市 神戸市 浜松市 堺市 札幌市 新潟市
(1,195,327) (491.95) (12) (2,071) (4,350) (1,067) (756,165) (145,242)

仙台市 横浜市 静岡市 仙台市 新潟市 岡山市 千葉市 浜松市
(1,060,545) (437.56) (12) (1,991) (4,324) (922) (733,884) (134,089)

千葉市 熊本市 堺市 福岡市 岡山市 浜松市 新潟市 福岡市
(967,832) (390.32) (12) (1,956) (4,307) (859) (671,416) (126,220)
北九州市 福岡市 札幌市 北九州市 堺市 新潟市 仙台市 千葉市
(961,024) (343.39) (11) (1,923) (4,276) (821) (656,098) (118,675)

堺市 相模原市 神戸市 川崎市 仙台市 福岡市 相模原市 広島市
(840,622) (328.66) (11) (1,918) (4,158) (772) (545,760) (116,945)
浜松市 名古屋市 広島市 新潟市 静岡市 相模原市 広島市 岡山市

(807,013) (326.45) (11) (1,878) (4,125) (591) (532,310) (115,815)
新潟市 千葉市 福岡市 堺市 福岡市 名古屋市 静岡市 川崎市

(796,773) (271.77) (11) (1,865) (4,060) (533) (527,322) (112,415)
熊本市 大阪市 岡山市 京都市 千葉市 静岡市 川崎市 札幌市

(734,317) (225.21) (9) (1,830) (3,975) (527) (482,364) (107,452)
相模原市 さいたま市 仙台市 岡山市 北九州市 熊本市 堺市 熊本市
(718,192) (217.43) (7) (1,639) (3,571) (332) (461,433) (100,880)
岡山市 堺市 熊本市 熊本市 熊本市 仙台市 熊本市 堺市

(709,188) (149.82) (5) (1,553) (3,005) (204) (364,025) (97,005)
静岡市 川崎市 相模原市 相模原市 相模原市 北九州市 岡山市 相模原市

(706,287) (143.00) (4) (1,458) (2,716) (156) (335,243) (61,658)

1,372,289 600.54 14.3 2,346 5,840 1,257 813,043 147,467政令市平均
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※人口、面積は「平成30年版全国市町村要覧」（第一法規）による。
　 平成29年度の図書館数・蔵書冊数・貸出冊数・予約件数及び平成28年度の図書館費・資料費は『日本の図書館  2018』（日本図書館協会）による。
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施設密度
（③/②）

人口1人当たりの
蔵書冊数

（④×1,000/①）

人口1人当たりの
貸出数

（⑤×1,000/①）

人口1人当たりの
予約件数

（⑥×1,000/①）

1館当たりの
蔵書冊数

（④×1,000/③）

0.115 2.7 7.3 2.1 141,560 さ い た ま 市

0.010 1.4 3.0 0.9 239,909 札 幌 市

0.009 1.9 3.9 0.2 284,429 仙 台 市

0.055 2.3 4.1 1.2 150,800 千 葉 市

0.041 1.1 2.8 0.8 228,500 横 浜 市

0.084 1.3 4.4 1.3 159,833 川 崎 市

0.012 2.0 3.8 0.8 364,500 相 模 原 市

0.026 2.4 5.4 1.0 98,842 新 潟 市

0.008 3.2 5.8 0.7 188,667 静 岡 市

0.015 3.0 5.4 1.1 103,826 浜 松 市

0.064 1.4 4.6 0.2 156,000 名 古 屋 市

0.022 1.3 5.0 1.2 101,667 京 都 市

0.107 1.6 4.5 1.1 175,000 大 阪 市

0.080 2.2 5.1 1.3 155,417 堺 市

0.020 1.3 4.2 1.1 188,273 神 戸 市

0.011 2.3 6.1 1.3 182,111 岡 山 市

0.012 1.8 4.4 1.3 195,727 広 島 市

0.037 2.0 3.7 0.2 106,833 北 九 州 市

0.032 1.3 2.7 0.5 177,818 福 岡 市

0.013 2.1 4.1 0.5 310,600 熊 本 市

施設密度
人口1人当たりの

蔵書冊数
人口1人当たりの

貸出数
人口1人当たりの

予約件数
1館当たりの
蔵書冊数

順位

さいたま市 静岡市 さいたま市 さいたま市 相模原市
(0.115) (3.2) (7.3) (2.1) (364,500)
大阪市 浜松市 岡山市 広島市 熊本市
(0.107) (3.0) (6.1) (1.3) (310,600)
川崎市 さいたま市 静岡市 岡山市 仙台市
(0.084) (2.7) (5.8) (1.3) (284,429)
堺市 新潟市 新潟市 川崎市 札幌市
(0.080) (2.4) (5.4) (1.3) (239,909)

名古屋市 千葉市 浜松市 堺市 横浜市
(0.064) (2.3) (5.4) (1.3) (228,500)
千葉市 岡山市 堺市 千葉市 広島市
(0.055) (2.3) (5.1) (1.2) (195,727)
横浜市 堺市 京都市 京都市 静岡市
(0.041) (2.2) (5.0) (1.2) (188,667)

北九州市 熊本市 名古屋市 神戸市 神戸市
(0.037) (2.1) (4.6) (1.1) (188,273)
福岡市 相模原市 大阪市 浜松市 岡山市
(0.032) (2.0) (4.5) (1.1) (182,111)
新潟市 北九州市 川崎市 大阪市 福岡市
(0.026) (2.0) (4.4) (1.1) (177,818)
京都市 仙台市 広島市 新潟市 大阪市
(0.022) (1.9) (4.4) (1.0) (175,000)
神戸市 広島市 神戸市 札幌市 川崎市
(0.020) (1.8) (4.2) (0.9) (159,833)
浜松市 大阪市 千葉市 相模原市 名古屋市
(0.015) (1.6) (4.1) (0.8) (156,000)
熊本市 名古屋市 熊本市 横浜市 堺市
(0.013) (1.4) (4.1) (0.8) (155,417)

相模原市 札幌市 仙台市 静岡市 千葉市
(0.012) (1.4) (3.9) (0.7) (150,800)
広島市 神戸市 相模原市 福岡市 さいたま市
(0.012) (1.3) (3.8) (0.5) (141,560)
岡山市 京都市 北九州市 熊本市 北九州市
(0.011) (1.3) (3.7) (0.5) (106,833)
札幌市 川崎市 札幌市 名古屋市 浜松市
(0.010) (1.3) (3.0) (0.2) (103,826)
仙台市 福岡市 横浜市 仙台市 京都市
(0.009) (1.3) (2.8) (0.2) (101,667)
静岡市 横浜市 福岡市 北九州市 新潟市
(0.008) (1.1) (2.7) (0.2) (98,842)

0.039 1.9 4.5 0.9 185,516 政令市平均
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