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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度 第２回 朝霞市立図書館協議会

開 催 日 時 令和３年８月４日(水) 午前１０時００分～正午

開 催 場 所 朝霞市立図書館 視聴覚室

出 席 者

委員７名（茂木静枝会長、有永克司副会長、三好正浩委

員、山里秀則委員、柳川典昭委員、石川敬史委員、

大橋正好委員）

事務局８名（神頭部長、林館長、辻主幹、榎本専門員、

五十嵐専門員、寳代係長、猪股主査、北岡主査）

会 議 内 容

１ 開 会

２ あいさつ

３ 議 題

（１）報告事項

ア 電子図書の導入について

（２）協議事項

ア 第３次子ども読書活動推進計画の策定について

イ 朝霞市立図書館本館改修工事について

（３）その他

４ 閉 会

会 議 資 料

・令和３年度第２回朝霞市立図書館協議会次第

・電子図書サービスの実施について（資料１－１）

・埼玉県電子図書導入済市町村（資料１－２）

・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画策定に伴うアンケート

集計結果（資料２－１）

・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画策定に伴うアンケート

集計結果（資料２－２）

・アンケートその他記載欄まとめ（資料２－３）

・アンケート結果課題まとめ（資料２－４①）
・不読率推移（資料２－４②）
・図書館本館改修工事について（資料３－１）

・図書館本館休館のお知らせ（資料３－２）

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 出席委員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者なし
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

茂木会長） 議題（１）報告事項ア電子図書の導入について事務局より説明を

お願いします。

五十嵐専門員） 報告事項アの電子図書の導入について説明いたします。

資料１－１と１－２を御覧ください。

電子図書は、図書館に来館せずに自宅などでパソコンやスマートフォン

などのモバイル機器を使い、図書館ホームページを経由して朝霞市立図書

館専用電子図書館のサイトにアクセスし、電子図書の検索や貸出を行うこ

とができる読書ツールです。

次に、今回、電子図書導入に至った経緯については、２０１６年「障害

者差別解消法」が施行され、図書館など公共施設における障害者に対する

合理的配慮が法的に義務化されました。また、２０１９年「読書バリアフ

リー法」の成立に当たり、視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等と

して、電子図書等の充実が求められることになりました。

朝霞市におきましても、２０２１年「第３次朝霞市立図書館サービス基

本計画」策定に際し、基本計画の『２資料・情報提供サービスの充実－（５）

社会環境・出版環境への対応』で、非来館型サービスの整備・充実を図る

必要性を位置付けると共に、電子書籍利用に向けた準備について記載しま

した。また、２０２０年より世界規模での新型コロナウイルス感染症流行

による影響を受け、対人・対物への非接触によるサービスが広く求められ

るようになり、公共施設でも同様の対応が求められました。このような状

況の中で、埼玉県内の図書館では、非来館によるサービス提供の一つとし

て電子図書サービスを導入した事例が多くなりました。

資料２ページ目ですが、本年度４月現在で県内１４市町で電子図書が導

入済みとなっており、更に、年度中導入予定が８市町となっております。

また、資料１－２では、導入済み図書館１４館のうち、８館が新型コロ

ナウイルス感染流行に伴いサービスを開始していることがわかります。

以上のような状況を鑑み、朝霞市立図書館においても、国の「新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して電子図書サービス

を実施するため、６月の市議会に補正予算を計上し、議決をいただきまし

たので、導入に向けて着手することとなりました。

なお、電子図書サービス開始時期につきましては、図書館ホームページ

上へ電子図書専用サイトの設定、電子図書タイトルの選定作業、朝霞市立

図書館管理規則等の例規整備等が必要となること、その他、図書館総合情

報システムの更新作業を本年１２月予定に予定しているため、令和４年 1

月以降と考えております。
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以上で説明を終わります。

茂木会長） ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見や御質問

はありますか。

山里委員） 電子書籍の件、心配しておりました。議会の状況とコロナ禍で市

民が利用できる可能性を明解に説明いただいた。

私が住んでいる町内は泉水、隣は三原です。相当数の外国人が仕事をし

ており、仕事がオフになったときによく聞かれるのです。図書館の本館や

分館の場所、本屋さん。誠実な本屋さん。本屋さんならば落丁・乱丁があ

った場合、分かりやすく説明できる人がおられる。今、電子図書導入の件

については、明解に説明いただきました。

コロナが終わるまでは、在宅という国の方針もございますし、電子化と

いうのが１４館ある。一覧表に神川町がある。その隣は長野県。宮代町は

春日部市の近くで、ここは町です。１４万５千人いる朝霞市でも導入して

いない。のみならず朝霞地区４市でもなんで導入しないのかということを

思っていたところ、議会の状況も含めて説明いただきましたので安心しま

した。

茂木会長） ありがとうございます。

他に、質問はございませんか。

石川委員） 質問と確認が３点あります。

まず、電子書籍の件で、パッケージが各社いろいろ出ておりますが、こ

れからどのように選定していくのでしょうか。お聞きします。

二つ目が、タイトルの選書ですが、通常のタイトルの選書基準とどのよ

うに整合をとるのでしょうか。例えば、るるぶとか旅行系のすぐ除籍して

しまうものを多くとるのか。大学図書館ですと、全集系で棚の面積を多く

とるのものだとか、図書館によって基準があるのですね。そのような基準

をどのように策定していくのか。

三つ目は、本館が休館になっていくのですが、導入が令和４年１月です

か。休館中でも図書館が利用できるという意味では、少し前倒しをして利

用できるのかということを併せてお聞きします。

五十嵐専門員） 今回、どこの事業者を選定できるかということですが、今回、

予算をいただくために、議会でいろいろと調べていく中で、大きな事業者

は二つかなと思っていまして、今、他市を調べて研究しているところです。

片や外国資本で洋書が多い、片や日本の本が多いというところで、選定方

法を検討しているところでございます。

タイトルの選書方法でも悩んでおります。事業者のホームページを調べ
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ても、事業者がどういうタイトルをどのくらいもっているのかはわからな

いので、選書も悩むところですが。

電子図書の本は、コンテンツという言い方をするのですが、委員のおっ

しゃるとおり、るるぶとか全集とか、コンテンツを１回手に入れてしまう

と永遠に朝霞市図書館で持てるものと使用期限が決まっているものがある

ので、その辺のバランスをとらなければならいのと、残念ながら新刊とい

っても半年、１年落ちの本になります。選書基準については、担当でいろ

いろ分担して本を選ばなければいけません。電子図書の導入と紙の本につ

いては、バランスを考えています。

導入時期ですが、ホームページにバナーを作って仮想空間を作って、朝

霞市電子図書館を構築するためには時間がかかり、業者に聞いたところ開

設までに３か月程度かかってしまいます。先ほど、申し上げたように、１

２月に図書館システムが新しくなり、ホームページもそこに併せてリニュ

ーアルします。また、電子図書を使っていただく利用者さんを受け付けて、

それに伴う手続きをしなければならないので、長めに取って年明けかなと

考えております。

有永委員） 電子図書館の導入は進んでおりますが、調べてみたが導入はした

ものの１年経っても利用者が伸びないということもありますので、準備の

段階で、参考までに僕が考えていることを述べます。

システムは、文字を自由に拡大できる。音声は読み上げができる。お年

寄りに優しい。すべて、そういうシステムがあると思いますが。

コンテンツは、青空文庫に１万数個ありますから、数をそろえたいので

あればそれを利用する。

選書は、紙の本との差別化をするということで苦労しているところがあ

りまして、３Ｄの昆虫とかの図鑑、言語学習や英語は音が出る。宅建やＴ

ＯＥＩＣの問題集、そういうものをそろえる。レシピなどの料理関係、病

気関係、メンタル関係などの実用書等を置いて差別化を図る。

それから、朝霞市立図書館デジタルアーカイブとして郷土史、朝霞の地

図、市役所の地図を電子書籍として閲覧できるようにしてほしい。後は、

国会図書のデジタルアーカイブは、個人では一部しか見れないけれど図書

館経由ならたくさん見れる。それも、導入して、さらに図書館電子書籍の

一部としていただく。

宣伝としては、使い方の講座を開く。ボランティア、学校に出張してこ

う言うものができましたと説明する。そういう地道なことをしないと伸び

ないかと思います。

茂木会長） よろしいでしょうか。

その他に特になければ、議題（１）報告事項ア電子図書の導入について

終了させていただきます。
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次に、議題（２）協議事項ア第３次子ども読書活動推進計画の策定につ

いて事務局より説明をお願いします。

猪股主査） 子ども読書活動推進計画策定のためのアンケート集計結果につい

て説明いたします。

まず、資料の差替えをお願いします。先ほど、司会の方からも説明いた

だきましたが、委員の皆様の机に配付させていただきました。数値等の誤

りではなく、一部表記等を見直しさせていただきました。

資料２－１につきましては、本日、お配りした資料を御覧ください。

資料２－１については、第１回図書館協議会において、第３次子ども読

書活動推進計画策定のためのアンケート実施について協議させていただき

ました。委員の皆様から頂いた意見を反映した後、６月１０日から２３日

までの２週間、各施設、各学校にアンケートをお願いしました。

結果につきましては、お手元の資料のとおりです。

就学前の保護者については、幼稚園、子育て支援センター、児童館の協

力を得ることができました。また、小学生、中学生では埼玉県学力・学習

状況調査データの提供をいただくことに加え、児童館、放課後児童クラブ、

高校生についても、朝霞西高校、児童館の協力を得ることができました。

前回に比べ、幅広い関係機関からの協力をいただくことができました。

資料２－２①，②、③，④は、アンケートの内容を集計したものです。

就学前児童の保護者、小学生、中学生、高校生で、前回との対比が可能な

項目については、平成２８年度の結果を掲載しています。

就学前児童の保護者アンケートのうち、質問１１自由意見欄、小学生の

質問８、中学生の質問６、高校生の質問９、読書に親しむためにはどのよ

うなことが必要かについてのその他欄については、原文のまま掲載、また、

各アンケートのその他欄について記載された事項については、項目別に区

分の上、原文のまま掲載しています。

さらに、２－３については、アンケートのその他について記載されたも

のを原文のまま記載しております。

続いて、２－４①、②を御用意願います。

資料の訂正をお願いします。資料２－４②、国と書いてある表で、Ｈ２

４（２０１６）をＨ２４（２０１２）へ、高校生５３．２を高校生５３．

２％と単位をお願いします。

最初に資料２－４②不読率の推移についてです。

朝霞市での不読率、平成２８年度の調査結果では、小学生５．４％、中

高生１６．８％でしたが、今回の調査結果、小学生については１６．６％、

中高生については３４．４％、高校生について１８．７％となり、目標値、

小学生４％、中高生１２％以下とすることが難しい結果となりました。

前回と集計方法が変更している部分もあり、一概に比較することができ

ない部分もありますが、年齢、学年が増すごとに、読書をしない割合が増
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加する傾向は改善されていない状況です。参考として、国、県の計画での

不読率を掲載しました。国、県での相違がありますが、本市と同様の傾向

が継続しています。

資料戻りまして、資料２－４①です。

今回のアンケート調査結果から、読み取ることができる現状と課題をま

とめました。

①の就学前児童の保護者につきましては、子どもへの読書の必要性につ

いて高い認識がありますが、それが、具体的に読書習慣につながっていま

せん。また、読書習慣が形成されている家族がある一方、読書習慣が形成

されていない家族も増えていることも確認しております。

②の小学生については、読書が好きな割合は約７割あり、一方、読書が

嫌い、好きでも嫌いでもない割合が約３割となり、「テレビ、パソコン、ス

マートフォンの方が楽しい」と回答する割合が前回に比べ約４割となりま

した。理由としては、「インターネットを使うことが多く、本を使うことは

あまりないから」と回答する割合が約５割もあるなど、読書環境に変化が

あることが認められます。本を購入する割合が減少し、「家にある本を読む」

割合が増加するほか、図書館や学校図書館で借りる割合に加え、放課後児

童クラブや児童館における割合も増加傾向にあり、読書環境が整えられて

いることが確認されております。

図書館としては、読書習慣形成の一助として提供している読書通帳を実

施しているのですが、利用している割合が約１割で、読書通帳があること

する知らない割合が約７割に及びました。

③中学生、高校生につきましては、読書が好きな割合は約６割となって

いますが、高校生では嫌いの割合が減少する一方、「好きでも嫌いでもない」

の回答が多く見られました。さらに、「嫌い」な理由は「テレビやネットの

方がおもしろいから」が約３０％、「好きでも嫌いでもない」という理由は

「主にインターネットを使っていて、必要なときだけ本を使うから」とい

う回答が約４０％あり、ネット環境が日常的にあるということが確認でき

ました。

今回、統計した中で、読んだ本の数が「０冊」と回答した割合が、中学

生は前回が７．２％でしたが今回は１８．７％、高校生では前回２３．８％

でしたが今回は５０％に増加しています。

電子図書については、中高生の利用が約４割に及び、電子図書の利用が

浸透している環境にあるのかなと思われます。

今回のアンケート調査結果を踏まえ、確認できる現状・課題についてど

う考えるかということになります。

就学前児童の保護者では、子どもへの読書の必要性の認識を持ち、子ど

もとの読書を行っています。一方、読書習慣がない保護者も一定割合、確

認することができます。

また、２点目として、読書が好きな割合が過半数を占めているものの、
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読書をしている子どもと読書をしない子どもの差があり、年齢が上がるに

つれて、読書数が減少する傾向が続いています。

３点目として、誰もが日常生活において、パソコンやスマートフォンな

どのモバイルフォンを気軽に利用できる環境となりつつあります。このよ

うな状況の中で、保護者、子どもに限らず、一定程度の電子書籍の利用が

あることから、子ども読書推進にあたっては、今後の対応を検討する必要

があります。

茂木会長） ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見や御質問

はありますか。

有永委員） 資料の数が合わないのですが。

例えば、資料２－２②の質問２の前回結果（Ｈ２８）で、７５．０％、

９．２％、１３．１％これを足すと９７．３％で微妙に違っている。

猪股主査） 前回の対比の数値として、平成２８年度の数値を使って対比をさ

せています。対比では、回答の不明分はパーセンテージが低いため、不明

分を除外しています。そのため、合計しても１００％にならないところも

ございます。大きな数字の動きを見ていただきたいという意味からですの

で、お含みおきをお願いします。

詳細につきましては、委員の皆様にお配りしております第２次朝霞市子

ども読書活動推進計画に記載してあります。

有永委員） 資料２－２③の中学生、質問２の「嫌い」の前回結果、平成２８

年度も合計すると８９．１％になる。これも、その他を含んでいるのです

か。

五十嵐専門員） 猪股主査が説明したとおり、今回と前回の差を見ていただき

たいということなので、無回答などは除外しておりますので、「好き」の理

由だとか「嫌い」の理由などの増えている部分など比較をして見ていただ

きたいと思います。今回の項目に必要のないところだとかは省略している

ところもございますので、前回の調査分と今回の調査分の増えたところ減

ったところを確認していただければと思います。

山里委員） 言葉を挟むようですけど、それは、過去の傾向に基づいておっし

ゃっているのですか。今回みたいに世界的にコロナ禍だとか、不特定多数

の中でいろいろと起こった中で、アジャストされているのですか。

五十嵐専門員） これから計画を立てていく中での今回の報告であり、協議い

ただくことは、純粋に見ていただくと、状況的に５年前と比べて、スマホ、
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電子図書を使っている割合が高くなっています。コロナの関係は、今後必

要に応じて考慮することも出てくるかもしれません。

山里委員） 過去の傾向を踏襲して、コロナ禍の問題は別の角度から数値的に

精査するということですか。

猪股主査） コロナウイルス感染症が子ども読書に与える影響については、当

然あるかと思います。今後の計画の策定については、課題としてどう考え

るかは計画の中で考えていかねばならいと思います。

また、平成２８年度の比較の中で１００％にならない。前回と質問項目

に差異があります。ですから、単純に大きな項目について比べた場合どう

なのかという動きを皆さんに把握いただくために、前回の平成２８年度の

比較をあえてしていただいております。無回答や質問自体が設定の違う項

目もございます。本来、細かく記入するべきでしたが。今回の質問項目に

おいて、数字がどう変動したかという意味で平成２８年度の数字を載せま

したので、平成２８年度合計の部分は１００になりません。繰り返しとな

りますが以上でございます。

有永委員） 高校生の方で２－２－④の質問３、「好き」８９、「嫌い」２６、

「好きでも嫌いでもない」５０ですが、次のページ、【好き】が８９、【嫌

い】が３７、【好きでも嫌いでもない】５０となっています。前の合計は１

６５、次の合計が１７６。数字が正しいのかどうか。

五十嵐専門員） 回答してくれた生徒数は１７２ですが、ここに、無回答の項

目を入れなかったのがよろしくなかったかも知れませんが。無回答の人数

を除外したことにより数が合わないと認識しております。好き嫌いでは、

複数回答しているのではないのかなと思われます。

有永委員） 前回と比較をしますと。前回結果では、「好きでも嫌いでもない」

が５８．８％で、今回は０。何か不自然な気がします。

林館長） アンケートにつきましては、前回の比較として掲示させていただき

ました。計画策定に当たり、今のお子様、高校生も含めまして、アンケー

トでどう答えているかを今後の計画に生かして参りたい。有永委員がおっ

しゃるとおり回答の傾向が極端に変っているということですが、今回のア

ンケートについての回答でその原因がつかめるものであれば、次回の策定

に生かしていきたいと思います。まず、結果として、計画策定に生かすた

めに集計したという点は御理解いただきたいと思います。

山里委員） 本の嫌いな人を好きになって頂きたいというコンセプト、目的が
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あってアンケートをとっているのか。また、現状把握、中学生、高校生が

将来文化を取り入れるに当たって、図書館を利用するためにどのような考

えをしているのかを目的にアンケートをとっているのか、目的はどちらに

重点を置いているのですか。

五十嵐専門員） 子どもたちに読書活動をしていただきたいというのが大前提

にあると思います。

それをするに当たって、高校生が読書が好きか嫌いか、５年前と今では

状況は大きく変わっていると思います。それは、コロナも一つですし、イ

ンターネットがより普及したのも一つと思います。

今の状況を捉えて、子どもたちに本を読んでもらうためにどうしようか

というものを特定するものだと思います。未就学児から高校生までの状況

をまず捉えて、子どもたちに本を読んでもらうにはどうしようかというも

のを特定するものだと思います。なので、子どもたちに読書を推進しても

らうためにどうしたらよいかとするものを作るための基礎データとしてア

ンケートを行いました。

先ほど、平成２８年のところで【好き】が２４．５％、【嫌い】が７５．

２％は極端ではということですが、第２次アンケート結果のとおりです。

今回、【好き】が逆転したというのは喜ばしいことかなと思います。今回、

【好きでも嫌いでもない】という興味がないところが増えてしまったこと

が、問題として推察していきたいと思っております。

山里委員） 今、五十嵐さんから説明いただいたことは、社会的傾向を捉える

にはタイムリーかなと思います。数値がバラツキがあり、傾向値が読み切

れないなどは、別の問題として捉えられればいいのかなと思います。

茂木会長） アンケートを読ませていただいたとき、幼少期の本が好きか嫌い

になる土台が作られると思うのですね。土台がしっかりしたお子さんは大

きくなろうが、年齢がお年寄りになろうが本がずっと好きになるという感

じがしました。ちょっとでも土台があるお子さんをもっと引き上げて、も

っと本が好きになるというのが図書館の課題かなと思うのですね。すべて

の問題を図書館に押し付けるのは私は反対で、親御さんが本は素敵なのよ

と最初に教えることが基本だと思っております。協力体制として、親御さ

んがするというやり方を図書館で考えていただいて、お母さんもお父さん

も勉強が必要だよと思います。お子さんと一緒に本を好きになりましょう

ねというやり方もスタイルの一つかなと思います。数字的なこともありま

すが、親が本が好きならばお子さんも本が好きですし、その辺が問題かな

と思います。

有永委員） 質問５の読書通帳で、「読書通帳をあることを知らない」が５６．
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７％、「利用していない」が４０．９％、「使っている」が２．３％。これ

は、「利用していない」が５６．７％、「読書通帳があることを知らない」

が４０．９％、「利用している」が２．３％ではないでしょぅか。

五十嵐専門員） 表の方の数字は確認しております。説明の方で、数値が入れ

替わってしまいました。申し訳ございません。

有永委員） 質問８の「あなたは電子図書を利用していますか」の「利用して

いる」が１０９人なのに、その下の【利用している】の合計が５２人にな

っていますが、どうなっていますか。

五十嵐専門員） 無回答の方を全体的に割愛させていただいたので、「利用して

いる」けれど、次の質問に答えてくれないので半分近く差が出てしまいま

した。そのように捉えていただければ結構です。

大橋委員） ２点ばかりお伺いします。

１点目は、資料２－３④高校生の質問３で「内容は面白いが、文字よい

してしまう。」これは、どんなことを想像すればよいのかな。原文のままと

聞いていますが。

五十嵐専門員） 「文字よい」は。たぶん本を読んでいて文字が小さくてクラ

クラすることではないのですかね。私ども本をお貸しするときに、小さい

本が良いか、大きい本が良いかお伺いするのですが。小さい文庫本は持ち

運びやすいし、字が小さいとクラクラするから大きい方にしてというお客

さんもいらっしゃる。そういう事例を私は存じ上げているので、この方も

多分そうじゃないかなと思います。「よい」が感じの「酔い」ならわかるも

っとよくわかるのですが、誤記かわかりませんが、原文のまま載せていま

す。

大橋委員） ありがとうごさいます。

次の件は、今、執行部の方が説明していただいて、アンケートの調査か

ら把握できる課題についての部分を考えれば、あくまでも表題が策定です

から、私たちのこの会に確認することができますとか、減少する傾向が続

いていますとかのくくりで、こういう書類を出されるともうちょっと考え

てほしいなと。前年度も同じような部分で作らているかと思いますが、あ

くまでも策定ともなれば、もう少し措置、対策というのですか、どういう

方針を立ててこんな措置をしますよというような方向の書類を作っていた

だければ、次なる部分につながるのかと、そんな風に私は感じるのですけ

れども。その辺についてはいかがですか。
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猪股主査） 今回につきましては、先ほども申し上げましたとおり、アンケー

ト調査から見えます課題、我々が捉えた課題について、大くくりで記載さ

ていただきました。課題があれば、次回の協議会で、現計画を見直した上

での骨子案を整備して皆さんの方にお示しできればなと考えております。

そちらの方で、また御意見頂ければなと思います。

大橋委員） ありがとごさいます。

前にも私が申し上げた経緯があるのですが、東洋大学でも、１冊の本を

取り上げて、先生がこの本は「こんな風に理解できるよ」、「こんなふうな

ところがあるよ」とかを聴講生に説明する講習がありました。それが取り

上げられて、サラサラと本を目で追う読み方よりも、こんなところに面白

さがあるのだな、人それぞれ取り方があるのですけど、そんなふうな取組

だとか、本を好きなる方向を導く形も必要かと思っております。

今、活字離れというようなところもあるようですけれども、時間のある

方が多いのですから、大学で取り入れている授業の部分について、ナビ的

な手法を取り入れていただければ好きな人は寄ってくるのではないのかな

と思うのですけど、次回に前向きという部分で捉えているようですから、

なにかその辺の方向性を取り入れてやっていただければ、本好きが増えて

くるのではないかと思いますので、要望とさせていただきます。

有永委員） 先ほどの、「あなたは電子図書を利用していますか」で「利用して

いる」が１０９人、「利用していない」が１１５人、その内訳が、【利用し

ていない】が１１５人いるのに対して、【利用している】が５２人。統計学

的におかしいです。一方では全員が回答して、一方では半分しか回答して

いない。数字の間違いがあるのではないでしょうか。

五十嵐専門員） 個々の回答がここにはありません。御意見をいただいたので、

アンケートを精査しますので、御勘弁いただきたいと思います。

また、先ほど、大橋委員からアドバイスをいただきありがとうございま

した。本に好意を持っていただく方向性につきましては、先ほど、システ

ム更新をするというところで、読書通帳を知らないお子さんが多かったの

ですけど、今の読書通帳は自分で書かなくてはいけないのですが、システ

ムで読んでいる本をどんどんレシートで出して、自分で貯めて読書ノート

を作れるようなシステムを入れるので、その辺を宣伝しつつ、本の面白み

とかを伝えるツールと考えています。

石川委員） ２点だけ、子ども読書活動推進計画という中でお聞きします。

一つは、平成２８年と今回のアンケートの結果比較が掲載されています。

社会情勢の中で、コロナの感染拡大と子ども読書への影響をどう評価する

のか、現場にいらっしゃる方でこのアンケートの数値やコメントをどう見
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ているのか。大橋委員のように、策定のためのと書かれているのであれば、

社会の変化を追って策定していく必要があると思うのですね。現段階でも

構わないのですが、数値を見ていく中で、コロナの影響というものをどう

いう風に読み取れるのかをどう感じになられているかを教えていただきた

い。

もう一つは、行政がこういった施策を作る場合に、アンケートを数量的

な調査をとって課題を見つけていくという統計的なやり方をされていると

思うのですけど、量というよりは一人一人の質というのですか、個人にも

う少しお話を聞いて、今後の子どもがどう本を読んでいくのか、年齢が上

がっていくと読書離れが進んでいくのかなどを座談会などで第３次の課題

を集めていく、量的なものではなく質的なもので、当事者、子どもたちに

聞いていくことがあっても良いのかなと思うのですけれども。今後のスケ

ジュールもあるので、その辺のところをお聞きできればと思います。

猪股主査） 最初のコロナ禍の影響も考慮していかなければならないかと思い

ます。今回のデータの中から直観的な形でお答えしますが、家にある本を

お読みになるという回答が今回ありました。その辺が、コロナの影響が出

てきているのかなと読み取れるかと思います。

もう一つは、量的なもの以外の質的なものへの対応ですけれども、今回、

児童館の方に協力をいただきました。児童館には未就学児から小学生、中

学生、高校生も含めて利用できるような状況が朝霞にはあります。ほんち

ょう児童館では、広く高校生が利用できるように利用時間も拡大されまし

た。今後、子ども読書活動推進連絡会をとおして、グループヒアリングを

できれば行いたいと担当としても思っています。例えば、日程を決め我々

が出向いて直接利用されている保護者の方、中高生に意見徴収をできれば

なと思います。

有永委員） 資料２－３①で一部行切れして読めない部分があるのですが。

猪股委員） ご指摘の箇所につきましては、三行で一つ回答です。一部文字が

切れております。申し訳ありません。

茂木会長） よろしいでしょうか。

その他に特になければ、議題（２）協議事項ア第３次子ども読書活動推

進計画の策定について終了させていただきます。

次に、議題（２）協議事項イ朝霞市立図書館本館改修工事について事務

局より説明をお願いします。

寳代係長） それでは、議題（２）協議事項イ朝霞市立図書館本館改修工事に

ついて説明させていただきます。



13

資料３－１を御覧ください。

前回の本協議会では図書館本館の改修工事についてはまだ予定となって

おりましたが、６月に行われた市議会において、議会から承認をいただき

ましたので、７月１日より改修工事が開始されております。

１の工事に伴う休館についてですが、資料３－２を御覧いただきまして、

こちらが、館内に掲示等を予定しているチラシとなっております。

別紙資料４参照となっていますが、３－２に訂正をお願いします。失礼

いたしました。

こちらにあるとおり、令和３年９月１日から令和４年２月２８日まで図

書館本館は休館となり、９月１４日から図書館隣の中央公民館の図書室を

お借りして、予約資料の受け渡し、返却資料の受け取り、利用カードの新

規変更登録、リクエスト資料の受付等の業務を行う予定となっています。

続いて２の工事の進捗状況についてお知らせいたします。

現在は図書館が開館しておりますので、主に屋上防水改修工事を施工し

ております。

図書館の休館後は引き続き屋上防水改修工事を行う他、内装改修や外壁

改修、電気・機械設備改修等を実施する予定となっております。なお、工

事の進捗につきましては、広報あさかやホームページ等で随時お知らせし

てまいります。

次に、３のグループコーナーと和室の転用について、説明いたします。

以前の本協議会でグループコーナーと和室の転用につきましては、お話を

させていただいていますが、その詳細について説明します。

まず、（１）のグループコーナーですが、こちらは当初の予定どおり、現

在あるガラスの仕切りを撤廃し、小中高校生向けの机を６台拡充いたしま

す。また、その他にも余裕のあるスペースに書架を増設する予定となって

おります。

次に、（２）の和室ですが、多目的スペースに転用ということでお話をさ

せていただいておりましたが、詳細な内容が固まりましたので、改めて御

説明いたします。まずは、こちらのスペースを区切り二分割にし、対面朗

読室と読書活動支援ルームといたします。対面朗読室は、以前より図書館

に必要なスペースとして位置付けられ、目の不自由な方が対面で朗読して

もらうなどの部屋として設置いたします。そちらには、現在は図書館事務

室内にある必要な機器を移設し、施錠できるような造りといたします。読

書活動支援ルームは、文字通り読書活動を行う団体等を支援するスペース

として、どなたでも利用しやすいスペースとして提供できるようにいたし

ます。

以上がグループコーナーと和室の転用の詳細になります。

最後に４の館内レイアウト、図書館サービスの一部見直しについてです

が、今回図書館は６か月という長期の休館に入ります。この期間を利用し

まして、館内のレイアウトや各種サービスの見直しを行っていきたいと考
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えております。

こちらには４点ほど例を挙げておりますが、くつろぎコーナーの取り扱

いや視聴・試聴コーナーの取り扱い、視聴覚資料の提供の取り扱い等など、

時代に即した見直し等を行っていきたいと考えています。また、受付カウ

ンターや端末機器の配置についても検討していく予定です。

なお、これらの見直し事項については、次回の協議会で事務局から案を

お出しし、皆様にも御意見をいたければと思いますので、よろしくお願い

いたします。

以上で図書館本館改修工事についての説明を終了いたします。

茂木会長） ただいま、事務局から説明がありました。

山里委員） ９月１日から作業に本格的に着手するということで、女性のトイ

レの件です。例えば、視聴覚室で上映会の休憩のときに、女性のトイレが

溢れていると聞いたことがあるんです。基本設計ができた後に修正などは

難しいけれど可能であれば、男性の方と女性のトイレの位置が替わること

を市民の人へディスクロージャーされていますよね。数の割合はどんなも

んだろうか。

人に聞かれたときにどのように説明したらいいのかな。

寳代係長） 構造上、バリアフリーに対応するものに変えるに当たって、個数

が一部減ってしまうものがございます。

設計事務所の方に、図書館のトイレの利用の状況とか、人が何人来ると

か統計上のものを計算していただいて、必要な個数を準備しております。

女性の方が列を作って並ぶことのないようにしたいと思っております。

山里委員） どこの図書館でも開館前にインタビューしているんですけど。利

用の良い点は、相互利用ができるとか、新住民の方からも聞いているんで

す。女性の若い方は、トイレが綺麗になることを期待しておりますと、本

日そのようにおしゃっておりました。参考に可能な限りですよ。

３条申請とか５条申請で開発を日本のみならず海外でもやってきた人間

として計画を変更するとお金がかかる。現状の段階においてどのぐらい数

値を考えているかお聞かせ願いたい。

五十嵐専門員） 図書館の今の状況で、女性がトイレを並んで待っているのは、

洋式トイレ１個、和式が３個ということなので、洋式トイレを待っている

のが現状なのです。若い女性が和式を使えないので、洋式トイレが空くの

を待っていることは見られます。今度は全て洋式になるということなので

その辺は解消されるのではないかなと思います。
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山里委員） 市内４千数百人、いろいろな国の人たちがみんな家に来ますよ。

図書館も若い人のみならず外国の人みんな洋式で育っていますから、五十

嵐さんの説明で安心しました。３０年前に開館して殆どリノベーション、

リフォームしていないでしょう。明解な回答でわかりました。

有永委員） 和室の改装ですが、読書活動支援ルーム。ただ、机と椅子がある

だけですか。

辻主幹） 多目的に使いたいので、和室の奥の部分に対面朗読室。手前に読書

活動支援ルームというスペースを考えております。特に、車椅子の方の出

入りも想定しますので、常時、机と椅子を出すのはやめようかと思ってお

ります。まだ、特に何を置くかは決めておりません。

林館長） 今後の運用の方法ことで、辻主幹の説明のとおり、机と椅子を常時

置かないという方法もあるかと思うのですが、図書館において読書活動を

推進する上で、スペースがないと困りますので、狭いスペースですが多目

的な用途を考えております。

これから、協議会委員の意見も伺いつつ、より良い方法を再開までに考

えていきたいと考えております。

有永委員） 講演会の講師の控室などにも使えるイメージですかね。

林館長） １２畳程度の広さですか、それを二つに区切りますので広いスペー

スにはならないところでございます。

茂木会長） その他に特になければ、議題（３）その他について終了させてい

ただきます。

その他に事務局から連絡事項等、何かありましたらお願いします。

寳代係長） 第３回協議会を１０月頃に予定しております。

茂木会長） 他に何かございますか。

特にないようでしたら、これで本日提案された事項については、すべて

承認することといたします。

以上で本日の議事はすべて終了いたします。


