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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３回 朝霞市立図書館協議会 

開 催 日 時 令和３年１０月２７日(水) 午前１０時００分～午前１１時１０分 

開 催 場 所 朝霞市中央公民館・コミュニティーセンター １階 第１・２集会室 

出 席 者 

出席委員６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、大橋正好委員） 

欠席委員１名（石川敬史委員） 

事務局９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、戸塚

主査） 

会 議 内 容 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議  題 

（１）報告事項 

ア 朝霞市立図書館本館改修工事の進捗状況について 

（２）協議事項 

   ア 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画の策定につい        

て 

    イ 館内レイアウト・図書館サービスの一部見直しにつ

いて 

（３）その他 

４ 閉  会 

会 議 資 料 

・令和３年度第３回朝霞市立図書館協議会次第 

・朝霞市立図書館本館改修工事の進捗状況について（資料１） 

・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画基本理念（案）につい

て（資料２－１） 

・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（骨子案）（資料２－２） 

・令和３年度第１回市政モニターアンケート結果（資料２－３） 

・図書館内図（資料３） 

・（当日配付資料）大型絵本貸出しについて 

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名 
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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）報告事項ア朝霞市立図書館本館改修工事の進捗状況に

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（１）報告事項ア朝霞市立図書館本館改修工事の進

捗状況について説明いたします。。 

資料１を御覧ください。 

工事の全体的な進捗状況としましては、今年は天候の大きな乱れ等もな

く、順調に推移しております。 

工事業者から提出された工事工程表によりますと、今後も大きな問題な

く工事が進めば、１２月末には大まかな部分の工事は終了し、細かい部分

の工事やクリーニング等を残すのみとなる予定です。 

次に、現在行っている主な工事について、説明いたします。 

まず、屋上防水工事では、雨漏りの原因となっていた館内にあったトッ

プライトを取り外して、ボードで塞ぐ作業を行っております。また、全体

の屋根部分についても、屋根の上に断熱パネルを取り付ける工程に取り掛

かっています。 

続いて、内装改修では、館内の天井、格子状のルーバー、壁紙等を取り

除き、現在図書館内は工事の足場で埋め尽くされている状況です。今回天

井をすべて剥がすことができましたので、初めて雨漏りの状況を直接確認

することが可能となりました。現在、原因を探りながら補修等の作業を行

っております。 

続いて、トイレ改修ですが、トイレは全面改修となるため、現在,既存ト

イレの取り壊し作業を行っております。 

電気・機械設備改修としましては、館内の照明のＬＥＤ化を行っており、

こちらは場所を順々に作業しております。 

最後に、その他の改修ですが、以前協議会でお話しさせていただきまし

た和室とグループコーナーの転用を行うため、こちらも取り壊し作業を現

在行っているところです。 

以上が現在の工事個所となります。 

参考までに裏面に写真を掲載していますので御覧ください。なお、写真

は９月頃のものとなりますので、現状とは若干異なります。 

まず、①は正面カウンター部分となります。御覧のようにルーバーを取

り外しており、現在は天井もはがれた状態となっています。 

次に、②は開架部分となります。写真ではまだ内部が確認できますが、

現在は足場が張り巡らされており足場しか見えない状況となっています。 

続いて、③は事務室の天井部分となります。こちらの写真ではトップラ
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イトが付いておりますが、現在はすでに塞がれております。 

最後に、④和室部分ですが、御覧のとおり解体作業が行われております。

なお、和室は以前もお話しましたとおり、対面朗読室など読書活動を支援

する部屋になる予定です。 

以上が、工事の進捗状況についての説明となります。 

なお、図書館ホームページでは工事の進捗状況を掲載しており、写真も

カラーでアップしていますので、御参照ください。 

 

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） レイアウトの資料が最後にありますね。 

お母さん方が利用する施設で、授乳するスペースがなくてトイレで授乳

したとの報道がありました。授乳スペースはどの辺りになるのでしょうか。 

    

寳代係長） レイアウトのワークルームが、授乳室になる予定です。 

 

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。 

特になければ、議題（１）報告事項ア朝霞市立図書館本館改修工事の進

捗状況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をお願いします。 

 

猪股主査） はじめに、資料の訂正をお願いします。 

資料２－２の１４ページの（２）を（３）に修正をお願いします。 

   それでは、（２）協議事項ア第３次朝霞市子ども読書活動推進計画の策定

について説明いたします。 

資料２－２第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（骨子案）を御用意願

います。 

本骨子案は、第２回協議会において報告させていただいた第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調査結果等を踏まえ、事務

局案を作成しました。その後、子ども読書活動推進連絡会の関係課、関係

機関等からの修正・意見を反映したものが、今回配布した骨子案です。 

骨子案の概要といたしましては、現行計画の実施計画結果、埼玉県学力・

学習状況調査及びアンケート結果に基づき、第３次計画に向けた課題等を

整理しました。第２章５ページから１５ページに記載しております。 

次に、現行の第２次朝霞市子ども読書活動推進計画の計画期間が、本年

度、令和３年度で終了します。このため、令和４年度から令和７年度を計

画期間とする第３次朝霞市子ども読書活動推進計画を策定します。計画期
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間においては、第３次朝霞市立図書館サービス基本計画との整合性を図る

ため、令和７年度までの４年間とします。こちらは、１６ページ及び１７

ページに記載しております。 

   表紙を開き、目次を御覧ください。 

   現計画は 大きな項目として３本の柱で構成していますが、今回の計画

案では、構成を見直し、５章で構成しています。 

なお、関連資料については、今回添付しておりませんが、関係機関等か

ら継続作成の意向をいただきましたので見直したうえ添付する予定です。 

１ページ、第 1 章計画の基本的事項については、現在の計画の基本事項

の記載事項について時点修正を行い見直したものです。 

５ページ以下、第２章第２次計画における取組状況では、現行計画の実

施計画結果、埼玉県学力・学習状況調査、アンケート結果各項目に沿い、

実績や課題等を整理しています。 

１４ページ、１５ページでは、重点課題を現行計画から引き継ぐものの、

１と６については一部見直をしています。  

１６ページ、第３章第３次朝霞市子ども読書活動推進計画についてでは、

新たに基本理念を設定します。 

   基本理念については、別の資料で後程説明します。 

計画目標では、不読率に加え、読書が好きな人の割合を新たに追加しま

した。 

１７ページ、基本方針のうち、基本目標については、現行計画から引き

継ぐものとします。 

なお、現行計画では、３本の基本目標にそれぞれ目標値を設定していま

したが、基本目標２、３についてはほぼ達成状況となっています。これは、

６ページに記載しております。このため、基本目標に即した数値目標設定

は見送りました。 

１７ページ、５の計画の期間については、図書館サービス基本計画との

整合性を図るため、計画期間の終期を令和７年度としたため、計画期間を

４年間としています。 

また、新たに７としてＳＤＧｓの視点を踏まえた施策の推進として、本

計画をＳＤＧｓの目標達成に貢献できるよう位置づけています。 

１９ページ、第４章第３次朝霞市子ども読書活動推進計画では、基本目

標１、２，３は第２次計画を引き継ぐものとします。 

２０ページは、本計画の体系を示しています。 

   基本目標１では、⑨ＳＮＳや電子書籍の調査・研究から、ＧＩＧＡスク

ール構想などの状況を踏まえ、「電子書籍利用に伴う調査・研究」に改めま

す。 

また、新たに、災害や感染症などへの対応のため、「⑩安心・安全に利用

できる図書館利用環境の提供」を追加しました。 

基本目標２では、新たに③子どもの読書習慣形成に向けた新たな仕組み
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づくりの調査研究を追加しました。 

基本目標３は、整理を図りながら、継続としています。 

２９ページ、第５章計画の進行管理と評価は、現行計画を引き継ぐもの

としています。 

   資料２－２の概略につきましては、以上でございます。 

   続きまして、資料２－１第３次朝霞市子ども読書活動推進計画基本理念

（案）について説明します。 

   今回の計画については、一部の協議会委員からの提案もあり、計画の周

知や親しみやすさを図るため、計画に基本理念を設定することを考えてお

ります。 

県内自治体のうち、計画に基本理念を設定している自治体は少数です。 

基本理念、基本目標等の相違がありますが、設定している自治体をまと

めたのが資料２－１の裏面です。 

   基本理念案については、事務局案として３案を提案させていただきまし

た。 

   本案を基に選定、あるいは見直したり、新たな案を提案いただくなど、

協議いただければと思います。  

以上、第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（骨子案）について説明を

させていただきました。本協議会で協議後、見直しを行った案につきまし

ては、第３次朝霞市子ども読書活動推進計画素案（案）として、パブリッ

クコメントに付した後、次回の図書館協議会において、第３次朝霞市子ど

も読書活動推進計画（案）として協議いただく予定です。 

説明は、以上でございます。 

 

茂木会長） ただいま、事務局から説明がありました。 

まず、基本理念の設定について、協議をお願いします。 

何か御意見や御質問はありますか。    

 

有永委員） 資料２－２、１６ページに基本理念が書かれており、その下に括

弧で基本理念と書いてあります。 

今回、決めようとしているのは標語ですか。それとも、基本理念を書き

直すのですか。 

 

猪股主査） 第２次朝霞市子ども読書活動推進計画の中には、基本理念は設定

されていません。 

標語という形か、それが基本理念とするかは解釈の違いがあるかも知れ

ませんが、事務局としては、本計画の中に標語という形で基本理念を位置

付けたいと考えております。 
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有永委員） では、基本理念「子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感

性を磨き」と続いています。これが前文になって、その下に基本理念がく

るのですかね。 

 

茂木委員長） 分かりやすくなると思うのですね。 

多少なりと大きなテーマの基に、説明が入ってくるので、読みやすくな

るのではないでしょうか。 

 

山里委員） 理念があった方が分かりやすいと思います。 

 

茂木委員長） 基本理念については、設定する方向で進めさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 

（「はい」という者あり。） 

 

茂木委員長） では、基本理念を設定するということで、進めさせていただき

ます。 

   それでは、基本理念が、資料の２－１に３案あります。 

   この中から選ぶという形になりますが、いかがでしょうか。 

   もし、ここで決まらないようでしたら、事務局に一任ということもでき

ますが。 

   いかがですか。 

 

山里委員） それも、よいのではないでしょうか。 

今回、資料には県内の状況を調査し情報を集めていますし、努力の痕跡

も見られます。 

 

茂木委員長） では、基本理念については、事務局に一任でよろしいですか。 

 

（「はい」という者あり。） 

 

茂木委員長） それでは、事務局に一任します。 

続いて、令和３年度第１回市政モニターアンケート結果（資料２－３）

について事務局より説明をお願いします。 

 

猪股主査） 資料２－３令和 3 年度市政モニターアンケート結果について、説

明します。 

   ７月１５日に、市政モニターアンケート結果が市政情報課から送付され

ましたので、報告いたします。 

   昨年度、図書館サービス基本計画策定のために市政モニターの方にアン
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ケートの協力をお願いしたのに引続き、この度の市政モニターアンケート

は、子ども読書活動の推進をテーマとしてアンケートの協力を依頼しまし

た。 

問 1から問６までは、モニターの読書活動についての設問としています。

問 7 では、子どもがいる方か子育て経験のある方か否かを回答いただき、

問 8 から問１４では、子どものいる方等を対象として、子どもの読書活動

に関する設問を設けました。  

この計画の概略的なことを申し上げますと、問１６子どもが読書に親し

むために必要なことでは、家庭での読書習慣を上げる方が約６割ございま

した。 

   本アンケートについても、子どもの読書推進に必要な事項として、家庭

での読書習慣が必要であることが確認でき、第３次子ども読書活動推進計

画（骨子案）に家庭での読書習慣の形成については、引き続き骨子案の施

策として位置付けを図る予定です。 

 

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） まず、資料２－２の１６ページ。 

   ２の②、読書が好きな人の割合で、矢印がずれていることと目標値が記

載されていません。 

 

五十嵐専門員） 文章の最終的な帳合は、後で取らせていただきます。 

 

有永委員） わかりました。 

   それでは２の①、不読率の定義が曖昧で、電子書籍を含めるかどうか。 

   文化庁の調査では、電子書籍を含めると不読率は減ってきている。文化

庁では、電子書籍に雑誌もマンガも含めている。電子書籍に雑誌やマンガ

も含めると読書傾向が変ってくることもある。これからも、アンケートや

色々な調査もあるので、不読率の定義も決めて置いた方がよい。 

今回は、紙の本だけですか。 

  

猪股主査） 現在、紙媒体の本が位置付られていると思います。 

国や県の調査についても、同様な対応であれば足並みを揃えていく必要

があるかと思います。明確なルールはございませんが、それぞれの計画の

中で位置付けがございます。 

今後におきましては、電子書籍についても読書活動の一環として考えて

いかなくてはなりませんが、現時点では、紙媒体の本を位置付けています。 
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有永委員） ２の７読書が好きな人の割合ですが、読書が好きか嫌いかは曖昧

なので、目標値としては正確ではないような気がします。 

   ここは、１か月平均の読書冊数、具体的にはどのくらい読んだのかとい

う数値で目標を設定した方がよいのではないでしょうか。これは、アンケ

ートの３ページの問３に１か月にどの位の本を読みましたかと出ていま

す。これで、パーセントが出てきます。これで調査して一月あたり平均何

冊読んだかという形にすれば、読書計画の数値になる。 

毎日新聞が、学校読書調査というアンケートをしています。 

これを見ると、小中学校で特に数値が上がってくる傾向がありますね。

こちらの方が目標を達成しやすいかと思います。好きか嫌いかと聞かれた

ら、嫌いとは言いずらい人が、曖昧な表現になってしまいますよね。「どち

らとも言えない」ですよ。 

 

山里委員） コロナの関係で読書率は増えていますよ。各調査にもよりますが、

かなり増えていますよ。 

   どの調査でも、「好き」か「嫌い」か「どちらとも言えない」と抽出して

いるようにやっていますよね。参考にしていただいた方がよいですよ。 

 

猪股主査） ただいま御意見を受けました件ですが。 

１か月に何冊読んだかという指標についてお話がありましたが、不読率

と同じような定義になっています。一定期間に読書活動が行われなかった

ことについては、不読率という形で表記さていただきたいと思います。 

   読書の好きな人の割合については、第一次調査から継続してアンケート

調査を行っているところでございます。公共図書館のみならず、学校図書

館、読書を行っている施設での利用が増えれば、読書活動が活発に行われ

読書率が上がると考えております。 

   

茂木会長） 他に、質問はございませんか。 

特になければ、議題（２）協議事項ア第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、議題（２）協議事項イ館内レイアウト・図書館サービスの一部見

直しについて事務局より説明をお願いします。 

 

五十嵐専門員） それでは、議題（２）協議事項イの館内レイアウト・図書館

サービスの一部見直しにつきまして説明させていただきます。 

資料３館内レイアウト図を御覧ください。このレイアウト図は、工事す

る前のものでございます。 

これまでも、今回の改修工事に伴い、グループコーナーや和室の転用に

ついて協議・承認いただいてきました。 

この他にも、館内レイアウト及びサービスの一部見直しを検討しており
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ますので、説明させていただきます。 

一つ目は「くつろぎコーナー」についてです。 

これまでは、ソファーを配置し、読書や休憩などの場所として提供して

きましたが、ここを「（仮称）美術等大型本閲覧コーナー」として大型本の

配置及び閲覧スペースにしたいと思っています。美術書等の大型の本は、

５０センチを越える大きな本がございまして、絵画の紙質がとてもよく重

い本があります。今は、館内に点在して置いております。 

それらの大型本を「くつろぎコーナー」に本棚を置き配置して納めます。

大型本なので手に取って持ちながら見ることが難しいので机等を一緒に設

置して閲覧に供したいと思っております。 

次に、視聴・試聴コーナーの移設です。 

ＣＤを聴いたり、ＤＶＤを見るコーナーです。図書館の中央部分の雑誌

等を読んでいただく閲覧コーナーの一角にありました。ここから、郷土コ

ーナーの個別の座席があるところに移設して、利用者自身が操作できるよ

うにしたいと考えております。 

もとの視聴・試聴コーナーがあった場所には、閲覧用座席を置き、館内

全体の閲覧用座席を増やしていく助けになればと考えています。 

この２点の変更を考えておるところであります。 

以上です。 

 

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） くつろぎコーナーは、具体的のどのようになるのですか。 

窓を塞ぐとか、ソファの所が大型本になるとか、どうなりますか。 

 

辻主幹） くつろぎコーナーは、窓が有り落ちつきやすい場所となっておりま

す。 

構想としては、窓の高さぐらいの書架を配置し、椅子やテーブルを置く。

景色を妨げないレイアウトを考えています。 

 

有永委員） くつろぎコーナーのファンは多いと思いますよ。 

   急に無くなると文句も出そうな気がしますよ。 

  

茂木会長） 他にくつろげる場所があればね。あそこは、角などですごくいい

場所だと思いますよ。 

 

有永委員） それに変わる豪華な椅子でも用意して、高価な美術本を見るのに

ふさわしいように工夫してもればと思いますね。 
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辻主幹） 視聴コーナーのＣⅮ等視聴できるブースでテレビのあった場所につ

いては、視聴している画像が周りから見えてしまうこともありまして、研

究コーナーに移動します。 

プライバシー保護ということから個別のブースにする形で考えておりま

す。 

   それに伴って、視聴コーナーの部分が空くので御提案のありましたソフ

ァ配置等を考えたいと思います。 

 

有永委員） そうしていただければありがたい。 

 

山里委員） 日本はイギリスやロシアと比べも、圧倒的にコロナがいい方向に

向かっていくのではないかと思います。 

今、コロナ禍で家から出ない人や人との会話もない、ロコモティブシン

ドロームが問題になっています。 

そこで、如何にして人と繋がりをもって、前向きに、コロナ後にギアチ

ェンジするという感じで、会社は民間企業なんですが、朝霞台でギャラリ

ーを開放しているんです。ギャラリーにステージやソファもありますし、

ＦＭもやってますから参考にしてください。 

 

有永委員） 視聴コーナーですが、レーザーディスクやカセットとかの資料を

置く場所は変わらないのですか。 

 

辻主幹） 資料を置く場所のレイアウト変更は考えております。 

 

有永委員） 自分でセットできる方がいいですね。 

ただ、郷土コーナーも広くはないですよね。 

 

茂木会長） 他に、質問はございませんか。 

特になければ、議題（２）協議事項イ館内レイアウト・図書館サービス

の一部見直しについて終了させていただきます。 

次に、議題（３）その他について事務局より説明をお願いします。 

 

林館長） 当日配付資料として配付いたしました大型絵本貸出しについて御報

告させていただきます。 

お子さんたちを集めて読み聞かせをする場合に、かなり大きいサイズの

本が朝霞市には１０４タイトル１４０冊余りございまして、それを貸出し

している状況でございます。 

これは、個人ではなく団体で行う読み聞かせを前提としており、読み聞

かせを希望する団体に貸出し、活用いただいております。 

本来、読み聞かせを行う場合に、日にちを決め、お子様を集めて実施し



11 

 

ます。貸出点数を増やしてほしいという御要望もあります。 

私どもとしましても、子ども読書活動推進という意味でも学校に入学す

るまでのお子さんが、大きな絵本を読んでもらったという記憶に残るよう

な効果もあると思いまして、現行のルールを変更し実施したいと考えてお

ります。 

現行では、団体には、貸出冊数５冊、貸出期間２週間、貸出の延長は認

めておりませんでした。変更後は貸出冊数１０冊、貸出期間は２週間です

が、申し出があれば１回を限りに延長し、４週間までお貸しできるように

変更したいと考えております。 

現行では個人への貸出しをしていませんでしたが、個人でもお子さんを

集めて読み聞かせを行う場合もあるのではないかと考えまして、条件を満

たす場合には１冊２週間をお貸しするという変更を考えております。 

個人が読み聴かせをする場合には大型絵本ではなく普通サイズでもでき

ますので、大型絵本を知っていただくということも含めまして１冊貸出す

形を考えています。 

大型絵本を貸出しについて、内容、方法の変更について御報告させてい

ただきました。 

なお、時期については、１１月末の図書館システム更新もあり、当初よ

りは遅れる状況でございます。 

 

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） この件については、借りやすいという意味で改善されたと認識し

ております。 

家庭に辞書、伝記、童話などの蔵書がどの位あるかによって、偏差値が

かなり伸びると、逆の場合は伸びにくいという発表あります。皆さんも耳

になさっている思います。 

そういう中核をなすのが図書館ですよね。 

先だって、福井県立図書館が、貸出しのときに皆さんが間違えた本の著

者やタイトルをまとめてリスト化するいうニュースが飛び込んできまし

た。本というものが如何に人生に大事か。私、５０何年前に紹介された本

の大事な所は覚えています。それだけ良書いうものは人生において大事で

す。 

 

有永委員） 個人貸出しの条件があるのですが、これを満たすかどうかは口答

でやるのですか。それとも、書類に書いてもらうのですか。 

 

林館長） 現行では、貸出の申請をいただきたいと考えております。 
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茂木会長） 他に、質問はございませんか。 

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。 

なお、今回が任期中最後の協議会となります。 

委員の皆様から振り返っての感想等をいただければと思います。 

 

（各委員あいさつ） 

 

茂木会長） 委員の皆様御協力ありがとうございました。 

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。 

 

林館長） この場をお借りしまして、茂木会長に全国公共図書館協議会より表

彰状が届いておりますので、お渡ししたいと存じます。 

こちらは、図書館協議会の委員の期間が１５年以上で功労のあった方を

対象に授与されるものです。 

茂木会長は、平成１７年７月より現在に至まで本市の図書館協議会の委

員として御尽力いただいており、平成２２年２月からは会長に就任いただ

いております。 

今回、朝霞市より推薦させていただき、全国公共図書館協議会の理事会

で表彰が決定されましたので、この場で御報告とともに生涯学習部長より

表彰状をお渡ししたいと思います。 

 

（全国公共図書館協議会表彰状授与） 

 

辻主幹） ありがとうございました。 

 次回、第４回協議会を２月頃に予定しております。 

 

茂木会長） ありがとうございました。 

その他になければ、議題（３）その他について終了させていただきます。 

   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。 

                                         

 

 

 


