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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１回 朝霞市立図書館協議会

開 催 日 時 令和３年５月１２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 令和２年度年間利用状況について

イ 令和２年度事業報告について

（２）協議事項

ア 第２次朝霞市立図書館サービス基本計画サービス評

価指標及び第３次朝霞市立図書館サービス基本計画数

値目標について

イ 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画の策定につい

て

（３）その他

ア 朝霞市立図書館本館改修工事について

４ 閉 会
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会 議 資 料

・令和３年度第１回朝霞市立図書館協議会次第

・令和２年度図書館利用状況（資料１）

・令和２年度事業報告（資料２）

・第２次朝霞市立図書館サービス基本計画サービス評価指標及

び数値目標（資料３）

・第３次朝霞市立図書館サービス基本計画サービス評価指標及

び数値目標（案）（資料４）

・保護者の皆様への読書に関するアンケート（案）（資料５）

・図書館本館大規模改修工事のお知らせ（資料６）

・図書館本館改修工事概要（予定）（資料７）

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２人



3

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）報告事項ア令和２年度年間利用状況について事務

局より説明願います。

五十嵐専門員） それでは、報告事項１点目のア令和２年度年間利用状況につ

いて御報告いたします。資料１を御覧ください。

１段目の「貸出人数」を御覧ください。ＷＥＢ分を含めた図

書館本館が１３万１，９２０人、分館５万９３４人、公民館５

館分計で２万２，３９２人、合計２０万５，２４６人で、前年

度比７８．３％、５万６，７７２人、２１．７％の減となって

おります。

２段目の「貸出冊数」を御覧ください。ＷＥＢ分を含めた図

書館本館が４２万５，８００冊、分館１８万２，８６３冊、公

民館５館分計で６万９，７６９冊、合計６７万８，４３２冊で、

前年度比７９．３％、１７万７，２３３冊、２０．７％の減と

なっております。

３段目の「登録者数」を御覧ください。図書館本館が１，７

７２人、分館６６６人、公民館５館分計で１５８人、合計２，

５９６人で、前年度比７４．８％、８７４人、２５．２％の減

となっております。

次ページ１段目の「予約点数」を御覧ください。ＷＥＢ分を

含めた図書館本館が１４万９，８４０冊、分館８，５６１冊、

公民館５館分計で２，３６４冊、合計１６万７６５冊で、前年

度比１１０．７％、１万５，５８３冊、１０．７％の増となっ

ております。

２段目の「開館日」を御覧ください。図書館本館２８０日、

北朝霞分館２７６日、公民館５館分計で１，１９７日、合計１，

７５３日で、前年度比８５．６％、２９４日、１４．４％の減

となっております。

最後に、図書館本館の「実来館者数」を御覧ください。令和

２年度が１８万４，４８６人、令和元年度が３１万８，０２０

人です。前年比５８％、１３万３，５３４人、４２％の減とな

っております。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４

月２日から５月１９日まで臨時休館し、開館後も制限付き開館

となっていたため、どの項目においても大幅な減少となってお

ります。その中で、「予約点数」につきましては、図書館や公民
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館に直接リクエストカードを提出していただいた点数は殆どの

施設で減少しているにも関わらず、インターネットでの予約は

非常に増えており、これは新型コロナウイルス感染症によりイ

ンターネット利用が促進されていることに起因していると思わ

れます。

以上が、令和２年度の利用状況でございます。

茂木会長） 何か意見や質問等はありますか。

※質問等なし

茂木会長） 質問等がなければ、議題（１）報告事項ア令和２年度年間利

用状況について終了させていただきます。

続いて、議題（１）報告事項イ令和２年度事業報告について

事務局より説明願います。

五十嵐専門員） 報告事項２点目のイ令和２年度図書館事業報告について、御

報告いたします。

資料２を御覧ください。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨

時休館や制限付き開館、密になることを避けるためやむなく中

止とした事業がありました。また、これまで事前申し込みを行

っていなかった事業につきましても、全て事前申し込み制とし、

参加人数を制限したため例年に比べて参加者が減少している事

業もあります。なお、事業実施に際しましては、参加前の検温

と手指の消毒を実施し、感染防止に努めて実施しました。

１番目の「おとなの朗読会」は、例年１１月に実施しており

ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止と

しました。

２番目の「青少年対象講座」は、青少年向けの講座を通じて、

本に親しむ機会を提供することを目的に行っている事業で、「体

験しよう！ボードゲームの世界」と題し、３月７日に実施予定

で準備を進めておりましたが、年明け１月から新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため緊急事態宣言が発令されたことによ

り、講師より、緊急事態宣言が解除されない限り講師をするこ

とができないとの申し出があり、やむなく中止となりました。

次の「児童文化講座」は、例年は大人を対象に、子どもの成

長に読書が果たす役割や、本と出会うことの大切さなどを伝え、

子どもの読書の推進を図るため実施しておりますが、今年度は、

子どもを対象とし、「図書館で科学あそび！～宇宙の不思議～」
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と題し、２月２０日（土）に実施しました。実験や工作を通し

て宇宙の不思議について解りやすく講義していただき、９組１

９人の親子の参加がありました。

次の「プレママ・パパ絵本講座」は、赤ちゃんがお腹にいる

時から話しかけ、読み聞かせを行うことで、親子のきずなを深

めていくこと、また読み聞かせの楽しさや大切さを、実演を交

えながら伝えていくことを目的に実施するもので、後の「ブッ

ク・スタート」や「赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム」

に継続していくよう考えております。３月１４日（日）に実施

し、６人の妊婦と家族が参加されました。

「ブック・スタート」事業につきましては、保健センターで

毎月実施される乳幼児の４か月健診時に、図書館職員やブック

スタートボランティアが、メッセージを伝えながら「ブックス

タート・パック」として、絵本とバックをプレゼントし、絵本

を通して、親子のふれあいを大切にしていただくとともに、図

書館の利用促進をＰＲしております。令和２年度は、４月から

６月が新型コロナウイルス感染症拡大防止により、４か月健診

が中止となったためブックスタートも中止となりました。その

間のブックスタートの対象者については、１０月から１２月の

１０か月健診時に追加で実施しております。なお、７月からの

再開後も、従来通りの絵本の読み聞かせ等は実施できないため、

ブックスタート・パックと共に読み聞かせについての説明書を

渡しています。１０か月健診時の追加実施も含め、２４回実施

し、１，２２０組の参加がありました。

ページ最後の、「赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム」は、

ブックスタート後のフォローアップを目的に行っている事業で

す。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１

２月に再開しました。例年は月１日、午前・午後２回の実施と

のころ、１月と２月は月２日ずつ、３月は３日行い、１日の実

施回数も午前１回、午後２回、計３回としたことにより、２４

回実施することができ、５３組１１２人に参加していただきま

した。

２ページ目の「うさみみタイム」は、毎週木曜日、子どもた

ちに、本に親しんでいただく目的で実施している事業でござい

ます。職員による絵本の読み聞かせや紙芝居の実演の後、子ど

も向け映画の上映を実施しております。令和２年度は、読み聞

かせについては８月に再開しましたが、映画会は再開しなかっ

たため、読み聞かせの絵本数を増やしたり、手遊びを取り入れ

て行いました。３１回実施し、延べ３１０人の参加がありまし

た。
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「夏休みおはなし会」は例年実施している「ちょっとこわい

おはなし会」に変えて夏休み期間の８月６日に実施したもので、

紙芝居や絵本の読み聞かせなどを行い、２０人が参加しました。

次の「クリスマスおはなし会」は、例年多くの参加があるこ

とから、密集が避けられないと判断し、中止しました。

次の映画会「シネマ・ライブラリー」「ティーンズ・シネマ」

「子ども読書の日お楽しみ映画会」「夏休みこども映画会」は、

視聴覚室を使用し窓や扉を閉め切らなければならないため、密

閉・密集が避けられないと判断し、全て中止としました。

「図書館まつり」と３ページ目の「らいぶらりコンサート」

は、実行委員会に諮った上で、共に新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止としました。

次の「新年特別企画 本の福袋」は、タイトルも内容も分か

らない状況で本を借りてもらうことで、本への興味を広げ図書

館利用の一助となるよう、また図書館利用者や読書習慣のある

方には読書内容の幅を広げてもらえるよう実施しました。令和

２年度は年末年始の休みの兼ね合いから、年末の１２月２６日

（土）から１月１１日（月・祝）までの長丁場のため、前年よ

り多く２８７冊の本を用意し、そのうち２６７冊が貸し出され、

貸出率は９３％でした。

次の「書庫見学ツアー」は、図書館業務の解説と、普段入る

ことのできない書庫を見学してもらいました。夏休みの８月１

１日に実施し、午前中は小学生、午後は中・高校生を対象とし、

あわせて１５人が参加しました。成人向けのツアーは３月９日

に実施し、１０人が参加しました。

最後のライブラリーミーティングは、例年は図書館利用者懇

談会と称しているもので、８月１日に実施し、６人の参加をい

ただきました。

以上、本館の事業報告でございました。

続きまして、北朝霞分館の事業を御報告いたします。

榎本専門員） 続きまして、北朝霞分館の事業報告でございます。

資料の４ページでございます。

４事業でございます。

まず、「えんじょいきっず」でございますが、小学生に図書館

の仕事を体験してもらい、本に興味を持ってもらうことを目的に

実施している事業でございます。こちらは、夏休み期間中に実施

している事業でございますが、令和２年度は小学校の夏休み期間

が短縮されましたことから、当初４回で実施予定だったものを３

回に縮小して実施したところでございます。延べ１０人の方に御
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参加いただきました。

次に「名画ＴＨＥ分館」と「キッズシネマ」でございますが、

それぞれ８月２３日と３月２４日に実施する予定でありました

が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止と

したところでございます。

最後に「絵本の読み聞かせ」でございますが、同様の理由で

４月から８月は中止とさせていただいておりまして、事前申込

制で参加人数を２０人に制限し、９月から再開し３月まで７回

実施し、延べ１１８人の方に御参加いただいております。

説明は以上でございます。

茂木会長） ありがとうございます。

それでは、何か意見や質問等はありますか。

山里委員） 今、説明がありましたように、国・地方公共団体も適時、こ

の不透明なコロナ対策としては、私はよい判断だったと思う。

外国の方も令和３年１月１日現在で４千数百人いらっしゃる

のも踏まえて、図書館の利用の仕方など、コロナ対策優先でや

っていただければよろしいのではないでしょうか。

茂木会長） コロナ禍の中で、知恵を絞りながら講座などを開いてきたこ

とが伺えます。これからも、職員の方よろしくお願いします。

他に何かありますか。

よろしいでしょうか。

質問等がなければ、議題（１）報告事項イ令和２年度事業報

告について終了させていただきます。

次に議題（２）協議事項ア第２次朝霞市立図書館サービス基

本計画サービス評価指標及び第３次朝霞市立図書館サービス基

本計画数値目標について事務局より説明願います。

五十嵐専門員） 協議事項１点目のうち、まずアの第２次朝霞市立図書館サー

ビス基本計画サービス評価指標及び数値目標について御説明い

たします。

資料３を御覧ください。

第２次朝霞市立図書館サービス基本計画は、第１次計画の取

組を継続し、今後のよりよい図書館づくりに向け計画的・段階

的に実施していく計画です。

この計画の体系は２ページのとおりですが、図書館サービス

充実のための基本計画としては、黒抜き文字で記してある１．

計画的な蔵書管理、２．資料・情報提供サービスの充実、３．
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利用者に応じた図書館サービスの充実、４．図書館機能の向上

の４点を掲げ、それぞれにサービス向上のための方向性を示し

ましたが、その実現にあたっては、計画に位置づけた様々な施

策について、サービスの評価指標を定め、毎年度、自己評価を

行い、それを基に実情に即した対応や修正を加えていき、計画

の推進に努めていくことと考えております。

今回は、第２次計画における令和２年度の実績を報告し、評

価について御意見を頂くものです。

令和２年度は、先ほど事業報告でもお話したように、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止による臨時休館や、制限付き開館、

密になることを避けるため中止にした事業があったため、実績

値が低くなっている場合が多くなっております。

それでは、数値目標と実績につきましては、３ページ以降を

御覧ください。

１．計画的な蔵書管理では、五つの施策の目標値を設定して

います。「１ 図書資料の収集・保存」の実績は１万４，５６

５冊でした。令和元年度実績と比較すると、３９４冊の減とな

っており、目標値には達しませんでしたが、９０％を超えてい

るため、評価はＡとしました。

「２ 視聴覚資料の収集・保存」の実績は、２３６点でほぼ

前年度と同じ実績で、目標値を上回っているため、評価はＡと

しました。

「３ 行政資料・郷土資料の収集・保存」の実績は２２６件

でこちらも前年度とほぼ同じ実績で、目標値は大きく上回って

いるため、評価はＡとしました。

「４ その他の資料の収集・保存」の実績は９０冊で、令和

元年度に比べ減少しておりますが、目標値は上回っているため、

評価はＡとしました。

大活字図書は、埼玉福祉会刊行のものを購入しており、昨

年度は発行自体も少なくなっております。

４ページに移ります。

「５ 資料の廃棄・リサイクル」のリサイクルフェアの実績

は０回でした。本館では、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため図書館まつりが中止となったため、まつりで実施してい

た児童書のリサイクルフェアも中止となりました。また、一般

書のリサイクルにつきましては、令和２年度よりリサイクルフ

ェアの形式ではなく、常時リサイクル本コーナーを設けて市民

等への提供を行う形式に変更しました。分館は平成２９年度よ

り常時リサイクル本コーナーを設けて提供を行っています。フ

ェアとしての事業は行っておりませんが、市民等への無償提供
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は実施しましたので、現状維持と判断しまして評価Ｂとしまし

た。

５ページを御覧ください。

２．資料・情報提供サービスの充実は、四つの施策の目標値

を設定しています。

「１ 資料提供の利便性の向上」の実績は５，５１１冊で、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館期間を考

慮して、目標値の９０％を超えているため、評価はＡとしまし

た。

「２ 図書システムの充実」の実績は例年と同じく「毎日」

実施として評価はＡでございます。

「３ レファレンス機能の強化」の実績は１，２４９件で大

幅減となりました。新型コロナウイルス感染症拡大防止による

臨時休館や、開館後もレファレンスコーナーの利用を制限して

いたこともありましたが、数値が低いこともあり評価はＣとし

ました。

「４ 情報へのアクセシビリティの確保」の実績は１３万７，

２６３件で、実績値が前年と比較して大幅に増加しております

ので、評価はＡでございます。これは新型コロナウイルス感染

症により、インターネット利用が促進されていることに起因し

ていると思われます。

６ページを御覧ください。

３．利用者に応じた図書館サービスの充実は、五つの施策の

目標値を設定しています。

「１ 乳幼児と保護者への図書館サービス」の実績は６２件、

目標値の７５％でした。

「２ 小・中学生への図書館サービス」の実績は２万０，４

２４人、目標値の６４％でした。

「３ 高校生・大学生・成人への図書館サービス」の実績は

１７万０，７１８人、目標値の７３％でした。

以上の施策１から３までは、目標値及び令和元年度実績と比

べて減少しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

による事業の中止があったことを考慮し、サービスが維持され

ていると判断し、評価はＢとしました。

「４ 高齢者及び障がい者への図書館サービス」の実績は１

１０点で、前年度に比べ減じており、目標値の６０％に満たな

かったため、評価はＣとしました。

７ページになります。

「５ 外国人への図書館サービス」の実績は５４冊で目標値

の６７．５％であったため評価はＢとしました。
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８ページを御覧ください。

４．図書館機能の向上は、四つの施策の目標値を設定してい

ます。

「１ 利用環境の向上」の実績は１，７４４件で評価はＡで

ございます。これも新型コロナウイルス感染症拡大によりイン

ターネット利用が促進されていることに起因していると思われ

ます。

「２ 市民参加・協議の促進」の実績は指標説明にある事業

のうち、利用者懇談会のみの１回の実施でした。図書館まつり、

らいぶらりコンサートは中止となりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大というやむを得ない事情であり、準備を進めて

いた経緯を考慮し、評価はＢとしました。

「３ 他自治体・機関との連携強化」の実績は、大学生の図

書館司書実習生受け入れの１件のみでした。例年受入れを行っ

ている市内中学校の職業体験、高等学校の現場実習は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため先方より中止の申し入れが

あったことが要因のため、評価はＢとしました。

「４ 職員の資質及びサービス提供能力の向上」の実績は１

件でした。こちらも、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、例年開催されている県立図書館等での研修が、殆ど中止と

なってしまったことが要因のため、評価はＢとしました。

続きまして、協議事項１点目のうち、第３次朝霞市立図書館

サービス基本計画サービス評価指標及び数値目標（案）につい

てご説明いたします。

資料４を御覧ください。

第３次朝霞市立図書館サービス基本計画は、第２次計画の成

果と課題を踏まえ、『いつでも、どこでも、誰でも気軽に使え

る図書館』を基本理念とし、今後においても、全ての市民が、

気軽に利用でき、必要な情報に接することができる、生活に寄

り添う図書館を目指し、計画的・段階的に実施するための計画

です。

この計画の体系は２ページのとおりですが、図書館サービス

充実のための基本計画としては、１．計画的な資料収集と蔵書

構成の充実、２．資料・情報提供サービスの充実、３．多様な

利用者に応じた図書館サービスの充実、４．図書館の効率的・

効果的な運営の４つの目標を掲げ、それぞれにサービス向上の

ための方向性を示しましたが、計画の進行管理を行うため、体

系目標ごとに評価指標を設定し、毎年度自己評価を実施し、達

成に努めていきます。

なお、評価指標設定につきましては、昨年度の図書館協議会
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で御説明し、了承いただいております。

第２次計画では１８項目設定しておりましたものを、県内の

図書館や県立図書館の計画を確認したところ、もう少し端的な

形で数値目標を設定して運営しているところもございましたの

で、第３次計画ではわかりやすい評価指標にした方がよいと考

え、目標を絞って設定しております。

今回は、第３次計画における年度毎の目標値の設定について

ご意見をいただくと共に、各評価指標の令和２年度の実績を報

告するものです。

各年度数値目標（案）と令和２年度の実績につきましては、

３ページ以降を御覧ください。

「１．計画的な資料収集と蔵書構成の充実」の指標は、「蔵

書点数」で、適正な蔵書管理による図書館全館の蔵書数という

内容で、継続的に図書購入費が予算措置されることを前提とし

て、蔵書目標値を設定し、計画策定時の確定数値である令和元

年度の実績が５１万５，１２２点、令和７年度の最終目標値は

５２万５，０００点です。

年度毎の目標値は最終目標値へ向かって均等に増数すること

とし、令和３年度の５１万５，０００点から毎年２，５００点

の増としております。

令和２年度の実績は、５１万３，１７９点でした。

「２．資料・情報提供サービスの充実」の指標は、「レファ

レンス件数」で、利用者の相談に応じて、必要とする資料や情

報を提供し、学習や調査・研究の支援について、職員が対応し

た件数として、令和元年度実績を踏まえ、継続的にレファレン

スが継続されると想定し、目標年度まで２％増を見込み設定し

ました。令和元年度の実績が３６７件、令和７年度の最終目標

値は３７５点です。

年度毎の目標値は最終目標値へ向かって均等に増数すること

とし、令和３年度の３７１件から毎年１件の増としております。

令和２年度の実績は、８７件でした。これは、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止による臨時休館、開館後もレファレンスコ

ーナーの利用を制限していたことが大幅減の要因となっており

ます。

なお、第２次計画においても「レファレンス件数」は指標に

揚げておりますが、この時の件数は、所蔵調査を受けた件数も

入れていたため数値が大幅に多くなっております。

「３．多様な利用者に応じた図書館サービスの充実」では、

２つの指標を設けました。

一つ目は「子ども一人当たりの児童書数」で、１５歳までの
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子ども一人当たりの図書館が所蔵する児童書数と、令和元年度

実績を踏まえ、今後の図書購入数、人口推計に基づき、目標値

を２％増を見込み設定し、令和元年度の実績が７．８点、令和

７年度の最終目標値は８.０点です。

年度毎の目標値は最終目標値へ向かって均等に増数すること

とし、令和３年度の７．８点から毎年。０．０５点の増として

おります。令和２年度の実績は、７．８２点でした。

数字の出し方については、令和２年度末児童書数を令和３年

４月１日現在１５歳以下人口で割ったもので、１６万１，３２

０点÷２万０，６４６人で７．８２となりました。

２つめは「貸出密度」で、市民一人当たりの貸出点数とし、

令和元年度実績を踏まえ、人口１０万人以上、１５万人未満の

１０１市の人口一人当たりの平均貸出点数５．９点を参考とし

て目標値を設定し、令和元年度の実績が６．０点、令和７年度

の最終目標値は７．０点です。

年度毎の目標値は最終目標値へ向かって均等に増数すること

とし、令和３年度の６．２点から毎年０．２点の増としました。

令和２年度の実績は、４．７３点でした。

新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館や利用制限

等が貸出数に影響し、令和元年度と比べ減少してたものと思わ

れます。

令和２年度の実績につきましては、貸出点数を令和３年４月

１日現在人口で割ったもので、６７万８，４３２点÷１４万３，

３８８人で４．７３となりました。

「４．図書館の効率的・効果的な運営」の指標は、「司書資

格保有率」で、常勤職員総数のうち、司書・司書補資格を有す

る職員の割合で、令和元年度実績を基本として図書館職員の司

書資格保有者を確保・育成していくために設定し、令和元年度

の実績が３０％、令和７年度の最終目標値は５０％以上です。

年度毎の目標値は最終目標値へ向かって均等に増数すること

とし、令和３年度の３０％から毎年５％の増としました。

令和２年度の実績は、３１．６％でした。

こちらは、職員、本館１３人と分館６人の合計１９人のうち

司書資格を有する者は、本館４人と分館２人合計６人です。こ

れを司書資格者６人を職員１９人で割ったものです。

説明を終わります。

茂木会長） ありがとうございます。

それでは、何か意見や質問等はありますか。
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有永委員） 資料３の６ページの２小・中学生への図書館サービスの７歳

から１５才の実績の人数は毎年減ってきているが、全国的にみ

るとこの年代の人たちの読んでいる本の冊数はかえって微増と

なっている。

これだけ顕著に下がっていると何か考えていかないと。魅力

的な本が少なくなっているという現実がある。何か対策を考え

ていれば考えを伺いたい。

次に、８ページの４．職員の資質及びサービス提供能力の向

上の評価がＢになっているが、全体の合計で考えると評価はＡで

はないのですか。これは令和２年度だけを考えての評価ですか。

五十嵐専門員） はい、令和２年度の評価です。

有永委員） 資料４の１ページの１．計画的な資料収集と蔵書構成の充実

の令和６年度の目標が５２万２，２５０となっているが５２万

２，５００ではないのですか。

五十嵐専門員） 申し訳ありません。

記入ミスです。

有永委員） 次の２．資料・情報提供サービスの充実の設定根拠で、２％

増を見込み設定となっているが、目標が２％になっていない。

２ページの３．多様な利用者に応じた図書館サービスの充実

の指標説明で子ども一人当たりの児童書数は、１．計画的な資

料収集と蔵書構成の充実に移した方がよろしいのではないでし

ょうか。

五十嵐専門員） コロナ禍の関係もごさいますが、小・中学生に本を読んでい

ただきたいということで、テーマ展示などでたくさん紹介をし

ております。中学生は図書館には来るのですが、勉強に来るの

で読書に繋がらないのも事実です。小学生についても、ブック

リストを作り、ホームページなどで啓発等々していただいてお

ります。

魅力的な蔵書ということで、人気のある本を置いたり、リク

エストさせていただいておりますが、なかなか数字に繋がらな

いのが、悩ましいところで担当者とも協議をしているところで

ございます。

次に、２．資料・情報提供サービスの充実のレファレンス件

数の２％増ですけれども、ピッタリと切りのよい数字にはなり

ませんので、丸めさせていただいております。
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２ページの３．多様な利用者に応じた図書館サービスの充実

の指標説明で子ども一人当たりの児童書数の配置については、

計画当初に委員の皆様にお願いしているもので、ここで直すの

はいかがなものかと思うのですが。

有永委員） レファレンスの数字はこれでよいのですか。

五十嵐専門員） 現実的な数字で捉えていただいたところです。

有永委員） １件ずつしか増えていませんが。

宣伝すれば増えると思うのですがね。

五十嵐専門員） 他に比べたら宣伝量が少なかったかなと思っております。

有永委員） ホームページなどでもね。

五十嵐専門員） ホームページの作り直しの時に、いろいろと宣伝を出してい

ければと思っております。

有永委員） レファレンスを知らない人もいます。

五十嵐専門員） お困りのある方を１００％拾える訳ではありませんが、館内

でお困りごとがあると見受けられる方には、お声がけをしてお

り、お力になっているのかなと思っております。

林館長） ２ページの多様な利用者に応じた図書館サービスの充実の７

才から１５才までの利用の関係でございます。なぜ朝霞で借り

る件数が増えていかないかとの分析も含めまして考えていきた

いと思います。数字的な指摘もありました７才から１５才は、

どんどん成長し、これからもずっと借りていただける方々です。

図書館としても、よい方法がないか研究させていただければと

思います。

石川委員） 第２次のサービス計画の数値指標と第３次におけるサービス

計画の数値指標。これは、第３次になってから項目が少なかっ

た。これから、協議会の中で第３次の数値指標を１年間前年度

のものと比較検討していくことになるのですかね。こちらの数

値だけで協議会がサービス計画の進捗状況を議論するのは難し

いのでないでしょうか。数字というのは、過去の結果であって、

どのようなプロセスの結果その数字に辿りついたのか。
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この帳票の中に合わせて記載していただきたいというのが私

の意見です。

有永委員からもありましたように小学生、中学生、高校生の

利用者が減っていますなどの数値は来年にならないとでてこな

い。おそらく、図書館の効率的・効果的な運営を議論する場合、

第３次の数字を議論する場合、図書館司書の数だけで議論する

のではないと思うのですが御検討いただくというのが意見でご

ざいます。

五十嵐専門員） なんでも数字で判断されてしまうと、事業課としては切なく

なってしまうと思いますし、数値は一つの目安として必要かな

と思いますけど。令和３年度の報告のときには数字と共に、私

たちはこれだけやりましたという御報告ができるように考えて

いきたいと思います。また、その上で何かご意見があればお伺

いしたいと考えていきたいと思います。

山里委員） 以前にも伺いましたが、参考までに伺います。リサイクル本

は新刊からどのくらいのスパンでリサイクル本になるのか。そ

れとも、最終利用からどのくらいの期間なのか。

なぜこのようは話をするのかと言いますと、朝霞の公認のサ

ークルがリサイクル本を回し読みしている。それも、かなりよ

い本がリサイクル本になっています。分館は随時やっています

よね、それもよい本がね。履歴でどれだけのニーズがあってそ

れに応える判断基準があって、それは随時変わると思う。昨年

はコロナがあったからね。その辺は３歩譲っても、その辺の統

一判断はありますか。

五十嵐専門員） 朝霞市立図書館資料除籍基準に基づいて判断しており、それ

以外でも、経済書や法律書で改訂版が発行されていて内容がそ

ぐわなくなったものや、３年程度経過して情報が古くなった旅

行案内書などは除籍しています。

また、リクエストの多い本などは、本館、分館や地区館あわ

せて９冊ほど持つことがあります。皆さんの利用が落ち着いた

段階で、収蔵スペースにも限りがあることから古い本からリサ

イクルに出すこともございます。また、５年以上経過して内容

が古くなったりしたものを資料的な価値が低下したものとし

て、内容が古くなったりしたものを除籍の対象とする場合もご

ざいます。しかし、税金で買った本ですからできる限りリサイ

クルへまわし、市民の方に還元したいと考えております。

なお、分館同様に本館でも常時リサイクル本を提供しており
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ます。

山里委員） ５Ｗ１Ｈでいくと、歴史などは事実は事実、後日また歴史の

検証をして違うこともあればなんですが。

旅行本などの地形の歩き方やＨｏｗ ｔｏ本などで数字が違

っていたら全然使い物にならない。

私がかねがね言っているのは、学と言えるものは歴史的に史

実と違っていた、そうしたときに、私はよく説明するのですが、

大学でもね。事実は事実ですから。よい本はベビースキルアッ

プ、徐々に繰り返せば頭に残るという意味合いです。

焦点は、旅行の本などは時代が変わっているから使えない。

その通りですよ。歴史的にですよ。後日、あれは違ったという

ことがあったら、公開で外交文書で後日出てきてあれは違って

た。よいものはリサイクルのときに敗者復活戦。多くの人に見

ていただくチャンスを与えていただきたいな、除籍基準も変化

してもよいのではないか。そういう意味です。

五十嵐専門員） 旅行書と歴史の本の扱いは別と思います。

本を全て取って置ければよいのですが、しまって置く場所の

問題もありますので、ある程度、取捨選択する基準が必要と思

われます。古い本をただ捨てるのではなく、朝霞市でしかもっ

ていないような本は永年保存資料とする場合もございます。歴

史書などで事実は事実として、それについての学説と大幅に違

いがありそれを学生が見てレポートを書いたりすることもある

ので、それを出さないで書庫に保存する事もあります。ただし、

しまって置くスペースの関係で担当が取捨選択させていただい

ていることも事実です。

ただ一概に古いからと言って処分しているものではないとい

うことも御理解いただきたいと思います。

山里委員） キャパの問題もありますしね。よくわかりました。

大橋委員） 第２次、第３次の計画を比べる場合に、項目が似ているわけ

ですが、示し方の違った資料がでてくると、どこをどう狙って

いるのか分からない。過去のデータに基づいた２次が３次にな

る形を示していただければと思います。例えば、本の冊数や予

算が出ているのかを一目瞭然、明確にしてもらいたい。

もっとも大事なのは、計画が変わっている部分の説明をきち

っと第３次については出していただく、このことを徹底すれば

協議できる話ではなかろうかと思います。要望といたします。
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林館長） 大橋委員、石川委員の御指摘のとおり、第３次については指

標を大幅に削っております。第２次とのつながりも含めまして、

第３次の評価を来年度お願いする前に、この指標はこのような

裏付けデータがあって、それを踏まえつつ、今回の指標につい

てはこのように評価させていただきたいという示し方、第２次

をすべて第３次に反映するというわけにはいかないかも知れま

せんが、第３次の指標として目標値は出なくとも、出た結果に

つきましてはこういう部分の統計があったのでという補足的な

数値。数値目標だけではなくそれにつながるデータを示しなが

ら第３次につきましては進めさせていただければと思っており

ます。

五十嵐専門員） 第３次サービス基本計画の数値目標をいきなり出して説明不

足だったと思います。第２次サービス基本計画と第３次サービ

ス基本計画の変更点というのは、前回の時に、詳しく説明せず、

まして、第３次サービス基本計画をお配りしたのは今日だった

ということを改めてお詫び申し上げます。

石川委員） 第３次のサービス基本計画の数値目標というのは、朝霞の図

書館に勤務されている職員さんは共有されていると考えてよろ

しいのですか。

五十嵐専門員） はい。

有永委員） 第３次の項目が少なくなって、きめ細やかなサービスができ

なくなる懸念がある。数値だけ見るのであれば細かい項目で見

るほうが分かりやすいし、そこに対してどういう仕掛けをした

のかが分かりやすい。これだけ簡潔にしてしまうと、目標のた

めにどのような施策をして、経緯やプロセスをのせるというこ

とをしない限りは、きめ細かいサービスという点ではマイナス

になってしまうと思います。

五十嵐専門員） こちらの目標の数値は、第３次サービス基本計画を作成する

段階で委員さんの御了解をいただいております。目標数値をク

リアすればＯＫというものでありませんし、第２次サービス基

本計画の１８項目あったのが減ってしまいましたが、この数値

の結果につきましては、このような事業展開をさせていただき

ましたというようなことは御報告をさせていただきたいと思い

ます。今回評価のところは令和２年のところは、対象外なので
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何も入れてませんので、こういったところに、何か追加をする

とかは来年度の報告に向けて考えてみたいと思っております。

茂木会長） 他に何かありますか。よろしいでしょうか。

質問等がなければ、議題（２）協議事項ア第２次朝霞市立図

書館サービス基本計画サービス評価指標及び第３次朝霞市立図

書館サービス基本計画サービス指標及び数値目標（案）につい

て終了させていただきます。

次に協議事項イ第３次朝霞市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願います。

猪股主査） 協議事項イ第３次朝霞市子ども読書活動推進計画の策定につ

いてでございます。

前回、令和２年度第５回図書館協議会では、第３次朝霞市子

ども読書活動推進計画の策定について説明させていただきまし

た。本計画策定にあたり、基礎資料となるアンケート内容につ

いてまとまりましたので、資料５として、用意させていただき

ました。

なお、アンケートにつきましては、原案を図書館で作成後、

子ども読書活動推進に関係する庁内関係課・関係機関等から構

成される朝霞市子ども読書活動推進連絡会の意見を伺い見直し

た内容のものを用意させていただきました。

今回のアンケートについては、子どもの不読率についてのデ

ータについては、教育指導課を通して、小学生については４年

生、５年生、６年生、中学生については、中学１年生から中学

３年生を対象とした埼玉県学力学習状況調査から提供いただく

ことになりました。

本データを基本としつつ、本調査から把握することのできな

い項目について、本アンケートで行うことにしました。

前回アンケートとの継続・比較の部分を残しつつ、現在の状

況を把握する視点でのアンケート（案）としました。また、今

回は、埼玉県学力・学習状況調査を基本資料として活用するた

め、今回のアンケートで行う項目数は前回から減らすことにし

ました。

さらに、小・中学校や各機関では、様々な対応により、働き

方改革を行っており、現場の方々の負担軽減が求められていま

す。このような視点から、アンケート項目を見直しさせていた

だきました。

このため、アンケート対象者数についても、前回と同規模を

前提としつつも、各学校や機関等の実情を伺いながら、過度の
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負担にならないようアンケート協力をお願いしたいと考えてい

ます。

まず、就学前児童保護者用アンケートを御覧ください。

依頼先は前回同様、本町保育園通園児の保護者の方々、今回、

施設の方々の協力をいただける範囲で児童館、子育て支援セン

ター、みつばすみれ学園の協力を可能な範囲でお願いしたいと

考えています。

質問の項目数は、第３次は１１問で、第２次は１２問です。

第２次と同様の質問項目は、質問２、質問５、質問６、質問

７です。

それ以外については、家庭での読書館環境や、図書館事業の

認知度等を伺うことにしました。

次に、小学生用アンケートを御覧ください。

教育指導課を通して依頼を予定しているアンケートについて

は、全国学力・学習状況調査の補足として行う予定ですので、

対象学年を４年生、５年生、６年生としたものです。

全学年を対象としたアンケートについては、児童館、放課後

児童クラブにお願いしたいと考えております。

第３次の質問数８問、第２次では９問です。

前回と同様の質問項目は 質問２、質問３、質問４、質問５、

質問８です。

続いて、中学生用アンケートを御覧ください。

小学生同様の方針でお願いする予定です。なお、アンケート

については、中高生を対象とするほんちょう児童館に協力をお

願いする予定です。

配布先は、中学校、児童館です。

３次の質問項目数は６問で、第２次では１０問です。

前回と同様の質問は、質問２、質問３、質問５、質問６です。

最後に、高校生用アンケートを御覧ください。

前回、朝霞高等学校２年生の方々に協力をいただきましたの

で、引き続き、お願いできればと考えています。また、中学生

同様、中高生を対象とするほんちょう児童館にアンケートの協

力をお願いする予定です。アンケート用紙は、中学校、児童館

で共用とします。

第３次の項目数は９問、第２次では１１問です。

前回と同様の質問は質問２、質問３、質問４、質問８、質問

９となっております。

説明を終わります。

茂木会長） ありがとうございます。
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アンケートは質問項目が多いといやだなという気になりま

す。いろいろな方法を考えていかないといけませんね。

それでは、何か意見や質問等はありますか。

有永委員） 幾つか気がついたことを言わせてください。

資料５の保護者用の質問１の回答欄は三つぐらいカッコを用

意した方がよい。

質問２の回答１を本を毎日読んでいる。『本を』を入れた方が

よい。

質問３の回答欄に電子書籍が入ってないので加えていただき

たい。

質問６の回答２を月に１回程度利用している。『程度』を入れ

回答３番と統一する。

次のページ。質問７に過去１年とか３年とか期間を入れた方

がよい。ずっと前に参加したことがある人には迷うことがあり

ます。

質問８の回答の午前中の『中』はいらないのでは、午前、午

後でよい。

質問９の（ひとつ選択する）は、（回答）の脇に持ってくる。

同じく質問１０も（回答）（ひとつ選択する）ですね。

次、小学生用のアンケートの質問４で、『本のことで』を『本

や本の内容のことで』にすれば、迷わない。

次のページ、質問５に電子書籍を回答欄にいれていただきた

い。

質問６に読書通帳があるが、説明を入れていただきますと、

全く読者通帳を知らない人にも通じます。

最後、高校生のアンケートの質問６の１か月と下の１ヶ月を

統一してもらわないと。また、『前月』は必要ないのでありませ

んか。

質問８の回答欄に利用しているの理由に４.その他（ ）を

加え、利用していないとの回答欄と統一する。

猪股主査） 御指摘のありました整合性の取れていないところは、もう１

回改めたいと思います。高校生用のアンケートの質問６の『前

月』は、高校の司書教諭から入れていただきたいということで

入れました。また、連絡会が後日ありますので、その中で、協

議したいと思います。

有永委員） 前月の意図は何なんですかね。
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猪股主査） 時期を特定しないと迷うということでした。

柳川委員） 高校生のアンケート対象について、朝霞高校の２年生限定と

いうことですが、もう少し広げられることができればよいなと

思うのですが。

朝霞高校に任せていただければ、学年にこだわらず、読書に

興味を持った子たちの方がよいのかなと思います。朝霞市内に

居住して市外の高校に通い図書館を利用する可能性のある高校

生を対象にするとか、ホームページを利用するなど。ただやる

のではなく、よい情報が得られればよいのかなと思います。

猪股主査） 柳川委員の意見も踏まえ、子ども読書活動推進連絡会に諮っ

てまいりたいと考えています。

茂木会長） 学校と図書館が連携していくって、よいことですよね。

柳川委員） これは、読書の傾向がわかることは学校にとってもありがた

いことです。

茂木会長） 他に何かありますか。よろしいでしょうか。

質問等がなければ、議題（２）イ第３次朝霞市子ども読書活

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（３）その他、ア朝霞市立図書館本館改修工事について

事務局より説明願います。

寳代係長） それでは、議題（３）その他のア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。

まずは資料６を御覧ください。

来年度、朝霞市立図書館本館は大規模な改修工事を予定して

おります。

資料６は現在館内に掲示しているチラシとなっています。

こちらにあるとおり工事予定期間は令和３年７月から令和４

年２月、休館予定期間は令和３年９月から令和４年２月となり

ます。

休館予定期間と書いてある部分の下の米印にあるとおり、休

館期間中は中央公民館図書室で一部サービスを継続する予定

で、どこまでのサービスを実施するかは詳細が決定次第、随時

お知らせしたいと考えております。

続きまして、工事概要について説明いたします。

資料７を御覧ください。
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図書館本館改修工事概要（予定）となっておりますが、これ

は、工事の請負契約が６月に行われる市議会の承認を必要とし、

現時点ではまだ、本契約までは行われていないことから（予定）

とさせていただいています。

それではまずⅠの目的ですが、今回の工事の目的は、施設の

老朽化・長寿命化の対応として改修工事を行うこととなります。

そのため図書館のすべてをリニューアルするということでは

なく、老朽化が進んでいる部分や今後長く使用していくために

補修が必要な部分を中心に改修を行うことが主な目的となりま

す。

そのため、バックヤード部分や備品関係等は、改修を行わず

現状のままの箇所もあるということも御理解いただければと思

います。

目的の中の改修項目として主に７点ございますので、順に説

明してまいります。

まず①屋上防水改修です。

図書館は以前より雨漏りの対応に苦慮しておりました。今回

は雨漏りを止め、今後もそのようなことがないよう、既存の屋

根の上にさらに断熱ボードを乗せて防水を行うという改修とし

ております。

なお、屋上防水の改修は工事の一番初めに行わなければなら

ない作業ですので、７月から実施し、７・８月は開館中に工事

を行う予定です。

そのため、一部音が出てしまうことがあるかと思いますが、

なるべく休館期間を長くしないような処置として対応した次第

ですので、御理解いただければと思います。

続いて②の内装改修です。

雨漏りや老朽化等で劣化した、開架スペース・展示集会室・

視聴覚室等の天井・壁・床を改修します。工事の実施時期とし

ては、屋上防水が完了する頃から取り掛かる予定です。天井部

分の格子状のルーバーは正面玄関からカウンターまでの箇所は

新しいものへ改装し、その他の開架スペースにあるものは安全

面を考慮して撤去いたします。また、館内の所々にある案内板

等も新しいものにする予定です。

続いて③トイレ改修です。

利用者用トイレを現在の生活様式に合わせるために、全面改

装いたします。具体的には、和式便座から洋式便座への改装、

多機能トイレにオストメイト設備設置、ベビーチェアの設置、

授乳室の設置、節電・節水・感染症対策のための自動点灯化・

洗面台の自動水栓化等を行います。なお、ひとつ注意点として、
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既存の躯体等の構造の影響により、男子トイレと女子トイレの

位置が逆になってしまいます。これはそれぞれの面積や配置な

どを勘案した結果、このような形にせざるを得なかったための

変更となります。利用者の方には案内版やポスター等で周知を

して、混乱のないように努めたいと思っております。

続いて④自動ドア改修です。

こちらは３３年前の開館から一度も交換等をしていなく、劣

化の進んでいる自動ドアのエンジン部分の交換を行います。

続いて⑤バリアフリー改修です。

こちらは先ほどのトイレ改修も含まれているのですが、埼玉

県福祉のまちづくり条例というものに適合するような形で各種

改修を行ってまいりたいと思います。具体的には点字ブロック

の改修や車椅子利用者用のカウンターの設置、休憩スペースの

設置等を行います。

続いて⑥外壁改修です。

こちらは補修が必要な箇所の修繕を行うほか、高圧水で外壁

の洗浄を行います。

続いて⑦電気・機械設備改修です。

こちらは主に館内照明をすべてＬＥＤ化する改修となってお

ります。ＬＥＤ化により省エネルギー化や経費削減、さらには

メンテナンスフリーなため、蛍光灯が切れた際の交換作業がな

くなるなどのメリットがあります。

以上①から⑦までが、今回の改修工事の主な部分となります。

次にⅡのその他工事としては、こちらに記載のある、和室の

改修、グループコーナーの改修、展示集会室のパーティション

撤去、ガラス飛散防止フィルム・遮光フィルムの貼付け、駐車

場の舗装、排煙窓の改修などの工事も予定されております。こ

れらの工事は、施設の老朽化や長寿命化の対応という本来の目

的でない部分ではありますが、休館を伴う工事に付随する形で

今回執り行うこととしております。

最後にⅢの工事予定業者です。

先月４月２７日に行われた一般競争入札で工事の業者が決定

いたしました。

業者の名称は株式会社コバ建設と言い、本社は別にあります

が市内に営業所がある業者になります。

朝霞市での工事実績としましては、こちらに記載のあるとお

り、市内の小中学校の改修工事や高齢者施設の補修工事などが

ございます。また、市内に限らず、都内でも多くの実績がある

業者となっております。

以上簡単ではございますが、朝霞市立図書館本館改修工事の
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説明を終了いたします。

有永委員） これは、工事を周知させるお知らせなので、もっと休館の期間

を大きく出して、工事だけではなく休館もすることをわかるよう

にしていただきたい。

寳代係長） これは、初めてのお知らせなので、詳しく決まりましたら、改

めて対応したいと思います。

林館長） この工事の契約は、６月議会の承認をいただいて本契約となり

ます。一般競争入札の結果はこのとおりですが、議会の承認をい

ただくまでは決定ではないことを改めて説明させていただきま

す。

山里委員） この工事は、６月１０日の段階で方向性が決まるのですか。

林館長） 議会最終日の７月１日となります。

石川委員） この朝霞市立図書館は、日本建築でも優れた建物でありますの

で、予算がついたことはよかったと思っています。何点か意見を

言わせてもらいますと、リニューアル工事が終わったあとただ通

常どおりの開館ではなくて、長い間休館していたのでセレモニー

とかあった方がよいのかな。以前お話しましたが、休館中も図書

館サービスを継続していくためにも、図書館サービスをどのよう

に代替していくのか。本館の資料や地域資料をどのように市民の

方に提供していくのか。工事中の見学会とか。何かただ閉じるこ

とではなくて代替手段があっても良いのかなと思います。

まあ、すでに御検討されていると思いますが、その点を含みま

して御検討いただけたらと思います。

五十嵐専門員) 開館したときには、何かしらのテーマ展示や講演会などをやり

たいとは思っていますが、具体的には決まっておりません。

また、閉館中は中央公民館で貸出、返却をします。ただ、工事

中は開架の部分は危険があるから職員の出入りができませんの

で、この部分の本を借りたいという方には提供はできませんが、

この工事の半年の間も新刊本、雑誌も含めて予算もいただいてお

りますので、新刊本としてご提供したいと考えております。新刊

本は１万冊、雑誌は３千冊ぐらいは購入しますので、うまい具合

に循環させる形を考えております。
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寳代係長） 工事中の状況は、広報等で随時周知したいと思います。

茂木会長） 他にありますか。

寳代係長） 協議会は年４回を予定しております。

次回協議会は８月頃を予定しております。詳細は、後日御連絡

させていただきます。

茂木会長） 他に何かありますか。よろしいでしょうか。

特に他にないようであれば、これで本日提案された事項につい

ては、全て承認することといたします。

以上で本日の議事は全て終了いたします。


