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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４回 朝霞市立図書館協議会 

開 催 日 時 令和４年２月１６日(水) 午前１０時００分～午前１１時２０分 

開 催 場 所 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、藤岡

弘美委員、石川一浩委員、石川敬史委員、黒川滋委員） 

欠席委員１名（三好正浩委員） 

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 生涯学習部長あいさつ 

３ 会長・副会長選出 

４ 議  題 

（１）報告事項 

ア 朝霞市立図書館本館改修工事について 

イ 令和３年度中間利用状況（４月～１２月末）について 

ウ 令和３年度中間事業報告（４月～１２月末）について 

（２）協議事項 

  ア 朝霞市立図書館管理規則の改正について 

イ 令和４年度事業計画（案）について 

ウ 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（案）について 

（３）その他 

５ 閉  会 

会 議 資 料 

・朝霞市立図書館協議会委員名簿 

・令和３年度第４回朝霞市立図書館協議会次第 

・図書館本館改修工事等概要（資料１） 

・令和３年度中間利用状況（４月～１２月末）（資料２） 

・令和３年度中間事業報告（４月～１２月末）（資料３） 

・朝霞市立図書館管理規則（改正後条文）（資料４－１） 

・朝霞市立図書館管理規則（新旧対照表）（資料４－２） 

・朝霞市立図書館集会室等利用要綱（改正後条文）（資料４－３） 

・朝霞市立図書館集会室等利用要綱（新旧対照表）（資料４－４） 

・令和４年度事業計画（案）（資料５） 

・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（案）（資料６） 

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） 

 

協議会開会前 

        図書館協議会委員改選により、朝霞市立図書館協議会規則第４条第２項

の規定により、互選の結果、会長として茂木静枝委員、副会長として有永

克司委員がそれぞれ選出された。 

 

茂木会長） 議題に入らせていただきます。 

先日事務局からの御案内にあったように会議時間短縮のため、議題（１）

の報告事項については、事務局からの簡単な説明と事前に委員の方からあ

った質問への回答のみとしたいと思います。 

それでは議題（１）の報告事項について事務局からア・イ・ウと３点ま

とめて説明をお願いいたします。 

 

寳代係長） 報告事項ア朝霞市立図書館本館改修工事について説明いたします。 

改修工事の概要についてはお送りした資料１のとおりとなりまして、今

回の工事では①から⑧の工事を行っております。 

また、今回の改修工事や図書館システムの入れ替えをきっかけに、図書

館の運用等を見直しており、そちらがⅡ運用見直しによる変更箇所とⅢシ

ステム改修による変更箇所となります。 

詳細につきましては、本協議会終了後の内覧会において皆様に目で見て感

じていただければと思いますので、後ほどよろしくお願いいたします。 

続きまして、イ令和３年度中間利用状況（４月～１２月末）について及

びウ令和３年度中間事業報告（４月～１２月末）については、表のとおり

となりますので、説明は割愛させていただきます。 

なお、委員の皆様からの事前の質問はございませんでした。 

以上で、報告事項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が、何か御意見や御質問

はありますか。  

 

黒川委員） 図書館が閉館しているのに、利用人数が高止まりしている事情を

お聞かせください。 

 

五十嵐専門員） 図書館閉館中は、中央公民館に臨時窓口を設けて２月１３日

まで開館しておりました。 

臨時窓口では自由に本を閲覧することはできませんが、御予約の本の貸

出や返却業務を行っていました。 
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本館の利用人数はかなり減っていますが、こまめに本をお借りいただい

ている方もおられました。また、本館が利用できない分、分館や公民館図

書室の利用者が増えております。 

令和２年度と比較しますと、少ないところでは１．３倍、分館や東朝霞

公民館では１．５倍となっています。 

令和２年度はコロナ禍で４月、５月は閉館していたため、利用人数が多

いのかなと思いましたが、令和元年度と比較しても１．１倍から１．２倍

となっており、本館休館中は分館や公民館図書室を御利用していただいた

ものと感謝しています。 

 

茂木会長） 家にいる時間が長いと、本を読みたいという気持ちになりますね。 

     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）協議事項ア朝霞市立図書館管理規則の改正について事

務局より説明をお願いします。 

 

寳代係長） それでは、協議事項ア朝霞市立図書館管理規則の改正について説

明いたします。 

   今回の改正は主に改修工事に伴う部屋の名称変更や電子図書の導入につ

いての改正を行ったものでございます。 

   まず、資料４－１は改正後の規則の全文となります。 

   次に、資料４－２は新旧対照表となりまして今回改正した部分の内容を

記載したものとなります。こちらの新旧対照表をもとに順に主なものにつ

いて説明いたします。 

   まず、第２条について、こちらは今回の改修工事において和室を読書活

動支援室、対面朗読室に改修したことから、それに関する改正を行ってお

ります。 

次に、第１０条に電子書籍について明文化したものを追加しております。 

それに伴いそれ以下の条については１条ずつずれる形になっておりま 

す。 

   今回の改正の主なものはこの２点となりますが、この規則改正をきっか

けに字句の整理や、申請書等の様式を現状の運用にあわせた形に変更する

などの改正も行っております。 

   また、資料４－３については、今回の規則改正で和室を読書活動支援室、

対面朗読室に変更したことに伴い、朝霞市立図書館集会室等利用要綱につ

いても資料を配付させていただいております。 

   資料４－４をもとにこちらの要綱の改正についても簡単に説明いたしま

すと、まず第１条において和室を読書活動支援室、対面朗読室に名称変更

するほかに、第２条において、利用できる団体として読書活動を支援する

団体というものを追加しております。 
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そのほかの改正については、細かな運用について見直しを行い、第４条

から第６条においてより簡素化したものにしております。 

以上が簡単ではございますが、協議事項アの説明となります。 

   御協議のほどよろしくお願いいたします。 

 

石川敬史委員） 朝霞市立図書館管理規則第１０条電子書籍の利用で、最後に

「利用について必要な事項は、教育長が定める。」とありますが、どのよう

な事が想定されますか。 

 

猪股主査） 電子図書サービスの開始に当たり、利用登録、貸出冊数、予約の

あり方など、サービスの詳細を要綱として整備します。こちらが教育長の

定める事項となります。 

 

石川敬史委員） 利用要綱ですね。 

図書館が改修される。そして、電子図書館を導入する。図書館が大きく

変わる転換期となりますね。 

 

黒川委員） 朝霞市立図書館集会室等利用要綱第６条でマナーやルールの殆ど

がカットされています。 

今後、どのように運営するのか聞かせてください。 

 

寳代係長） 利用案内を別に定めて運用したいと考えております。 

 

黒川委員） 利用案内は、作成する人が自由に決められるところもあります。

あまりガチガチにせずに運用いただければと思います。 

昔は水はダメだったけれど、今は熱中症対策で段々よしとなってきていま

す。時代と状況で変っていきますので、よろしくお願いします。 

 

辻主幹） 御指摘がありましたように、昔と今では状況がかなり変ってきまし

たので、それにあわせて、弾力的に対応できるような内容にしたいと思い

ます。 

 

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。 

その他に特になければ、議題（２）協議事項ア朝霞市立図書館管理規則

の改正について終了させていただきます。 

次に、議題（２）協議事項イ令和４年度事業計画（案）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）協議事項イ令和４年度事業計画（案）
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について説明させていただきます。 

  資料５にありますように、令和４年度事業は例年実施している事業を中

心に計画しております。映画会の実施や各事業の参加定員等につきまして

は、新型コロナウイルス感染症拡大状況を逐次確認しながら、実施方法の

変更等を流動的に対策を講じながら、実施していきたいと考えておりま

す。 

また、資料には掲載しておりませんが、来月３月から「あさか電子図書

館」を開館します。この新しい事業の利用促進とともに、図書館自体の、

利用拡大に向けて事業を進めてまいりたいと考えております。 

 

榎本専門員） 続きまして、北朝霞分館の事業でございます。 

資料の３ページでございます。 

まず、「えんじょいきっず」を８月に、大人の映画会「名画ＴＨＥ分館」と

子ども向け映画会「キッズシネマ」をそれぞれ年１回。また、毎月第３火曜

日に「絵本のよみきかせ」を行います。 

以上でございます。 

 

茂木会長） ありがとうございます。 

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ござい

ますか。 

 

黒川委員） ３点ほど。 

   まず、図書館まつりの参加についてですが、主催者側がもう少し活発に

動いた方がいいのかなと思います。 

いつ頃案内を出すのですか。関心のある市民の方がいて、どのように動

いてよいかわからないようなのです。 

   二つ目が、図書館が行っている企画展やフェアの目標について。 

三つ目が、子どもがオンライン学習を受けるようになりまして、３年生

の受験期に調べ学習をしています。 

調べ学習について、教育委員会内の意思疎通についてお伺いいたします。 

 

五十嵐専門員） まず、図書館まつりは、広報やホームページに来年度の予定

を掲載しております。 

毎年参加されている方もおりますが、新しい方の参加が少なくなってい

るのが課題でもあります。 

興味のある方がいましたら、今からでも間に合いますので、是非、よろ

しくお願いいたします。 

次に、企画展ですが、図書館に入って右側に話題本などを年に五、六回

ほど展示しております。 

季節をテーマに企画したり、子ども向けとしては夏休みの課題図書。そ
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の他に、児童コーナーやティーンズコーナーでは折々の展示を企画してお

ります。 

 システム上、テーマ展、企画展ごとに何冊本を貸出したのか統計がとれ

ないということがありますが、展示している本が少なくなると借りて頂い

てることがよくわかります。 

特に、朝霞市は絵本をたくさん持っておりますので、お母さん方は何を

借りてよいのかわからないということもあります。季節ものや行事のも、

夏ですと戦争ものなど、テーマを決めて展示すると借りやすいのかなあと

思います。 

ティーンズですと、なかなか本を借りて頂けない。少しでも興味を持っ

てもらうため科学本など少しでも本を手に取って頂き、本が少なくなった

という目視でしか分からないのですが、借りて頂くことを目標にしており

ます。 

  調べ学習についてですが、改修工事で大きな棚を頂きました。児童から

ティーンズの年代の学習に役立つ本を集めて、配架するようなスペースを

作っております。 

電子図書は冊数が多くないのでオンラインでやるにはまだまだ遠いのか

なと思っております。子どもが集中して探せるように、担当が本を集めて

配架をはじめておりますので、少しはお役に立って頂けるものと考えてお

ります。 

 

辻主幹） 調べ学習はかなり重要なものとしております。 

学校の方から、子どもたちがこのようなテーマで調べたいという要望を

頂きますと、本を揃えて先生の方に御提案して協力するという形をとって

おります。 

それに加えまして、グループコーナーを改修しましてティーンズと児童

のコーナーの壁面に大きな書架を増設しました。 

小学生から中学生までが対応出来そうな調べ学習資料を一面に配架しま

したので、今後この資料の活用を期待しているところでもあります。 

 

藤岡委員） 里親や子どもに、その生い立ちを年齢に合わせて伝えていく上で、

本は有望だと思っております。 

利用者が限定的になるものの、いろいろな人がいることを企画展で取り

上げて頂けると嬉しく思います。 

どなたにお伝えすればよいものかずっと迷っていました。 

今、お話を聞きますと、この会議で要望をお伝えしてもいいのですか。 

 

五十嵐専門員） 企画展は、大きくやるのであれば話題本コーナーで、こぢん

まりするやりようもあります。 

我々も固定した考え方になってしまうこともありますので、案を頂けれ
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ばと思います。 

 

石川敬史委員） 令和４年度の事業計画についてお聞きします。 

朝霞市は、中高生いわゆるＹＡサービスで、１９８０年代に全国的に注

目されてた図書館だと思います。 

中高生のそのような活動を計画の中に見れないのが少し気になる点で

す。いろいろ御議論された中で事業を決められたかと思うのですが、その

あたりのことをお伺いしたい。 

   もう一つが、先ほどのＹＡと関わるのですが、市民の参画による行事の

開催です。 

図書館まつりなど、利用者参画による活動をこれからどう進めていくこ

とも、今後大きなポイントになるのかなと思っております。 

   和光市ですと市民団体が棚を作って本を展示しています。市民参画とか

協働というところへ少しずつ舵を切って事業を計画する。その辺りをどの

ようにお考えですか。 

 

五十嵐専門員） ＹＡ、ティーンズの方はなかなか参加者が集まらないという

苦しさがあります。 

   計画ですと青少年対象講座と書いてあります。 

今までは、中高生が喜びそうな作家やイラストレーターを呼んでお話を

聴くという形でやっていました。 

令和２年度はコロナ禍で中止となり、今年度はじめて、ゲーム感覚で本

に親しんでみようということで、ただ座って話を聞くのではなく、動きの

ある講座を行いました。 

人数は少なかったのですが好評を得ましたので、担当者もかなり手応え

を感じていました。もう少しすすめる中で、広げて行ってもよいのかなと

考えています。 

   次に、市民参画ですが、事業計画の中でも、読み聞かせを一緒にやって

いる団体もございます。その他に、月１回子どもに読み聞かせをやってい

る団体、布絵本を定期的に作って図書館へ寄贈して頂いている団体もあり

ます。事業計画中の「おとなの朗読会」もお願いしております。 

  

茂木会長） 青少年を対象とする講座は非常に難しいですね。 

朝霞市に公民館６館ありますが、青少年向けの講座はやっていないかも

しれませんね。時間や曜日を決めても、中高校生は来ないのです。 

   図書館が、このようにやっていることは尊敬に値します。数字は気にし

ないで、長く続けて頂くことを希望します。 

   次に、図書館まつりは、リーダーを育てていかないと無理なんですよね。

参加者がどれだけリーダーシップを発揮できるか。リーダーを育てる段階

を踏まないと無理なんですよね。 
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職員の方がリーダーシップをとりながらコミュニケーションを取っても

らいたいと思います。 

    

辻主幹） コロナ禍にあって、ズームを使っての青少年対象講座を開催したと

ころ、参加者も結構ありました。 

これからの新しい切り口の一つとして、考えていければと思っておりま

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（２）協議事項イ令和４年度事業計画（案）

について終了させていただきます。 

次に、議題（２）協議事項ウ第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（案）

について事務局より説明をお願いします。 

 

猪股主査） 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（案）について説明させて

いただきます。 

第３次朝霞市子ども読書活動推進計画素案に対するパブリックコメント、

職員意見募集を実施しましたが、意見の提出はありませんでした。 

その後、第４回朝霞市子ども読書活動推進連絡会を開催し、意見を伺いま

したが、意見はございませんでした。 

そのため、第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（案）については、意見

に基づく見直し等は行いませんでしたが、読者によりわかりやすくするた

めに、文言整理、標記の見直し等に留め、最終案とさせていただきました。 

 

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１７ページ。 

２計画目標の①不読率、高校生の令和２年度５０．０％、目標値３７．

５％以下となっています。全国統計や埼玉県統計では不読率５０％から５

５％ぐらいになっています。それを、ここまで下げるのは余程のことがな

い限り下がらないのでは。目標値にしているからには、何か戦略的なもの

がありますか。 

 

猪股主査） 目標値の設定につきましては、第３回までの協議会で御説明させ

ていただいたとおりでございます。 

   目標値の根拠でございますが、埼玉県学力・学習状況調査において、不

読率が２５％の減となっており、同様に２５％となっております。 

   目標数値に対するアプローチについては、図書館のみならず子ども読書

に関係する機関と考えていかなければならないと認識しております。 
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有永委員） これに関しては、青少年対象の企画や講座を増やすだとか、電子

図書に興味を持って選んでいただく。 

高校活動、忙しいながらも本を読めるのかな。 

 

黒川委員） 子どもが忙し過ぎるということをまず、納得しないといけない。

中高生も同じで、学校が終わってから図書館に行っていたのが、月曜日か

ら日曜日まで部活動で図書館に行けない。子どもたちが文字や映像に対す

る欲求にアクセスする場所には来ないというのがある。 

その上で、子ども読書活動推進計画は最終案ですね。 

この計画に使った資料が非常によかった。特に、調査した内容がよく、

自由記述欄に、市民の図書館に対する欲求がかなりありました。市民がこ

のレベルの図書館を求めていること、読書活動を求めていること、皆で共

有して頂きたい。 

 

猪股主査） 今回、資料編につきましては、この冊子の中に入れることを見送

りました。 

今後、製本しまして一部は皆様のお手元へ、また、ホームページで公開

する予定です。 

 

石川敬史委員） 第３次子ども読書活動推進計画は、第２次の総括を踏まえて

非常によくまとめられており、大変よい内容となっています。 

是非、この計画の方向性で進めて頂きたいと思います。 

   私の意見ですが、先ほど中高生向けの読書を考えたときに、学校図書館

の整備が大きく関わってくる。 

特に、小中学校の子どもたちの足元に本がある。今、公共図書館という

よりも、学校図書館の整備が大きく求められている。 

朝霞市では、学校司書を小中学校にどのように配置しているのか。会計

年度任用職員という地位になっているが、月曜日から土曜日までフルタイ

ムでどのように配置していくのか。 

探求学習、ＧＩＧＡスクール構想という中で、学校図書館を読書と同時

にコンテンツをどのように整備していくのかということが、これから大き

く求められていくということを感じたところです。 

また、この計画をすすめていく上で、図書館の資料費が非常に大きいと

思います。図書館の領域で例えてみると、人間の血液が資料費だと言われ

ます。 

きちっと資料費を確保して、電子書籍や本を購入して頂きたい。 

 

有永委員） 先ほどの続きですが。 

不読率のアンケートをとるときに、どこも定義が曖昧なんですよね。 
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今後、１か月間本を読んでいない、電子書籍は含む。雑誌、マンガは含

まないというように明確にして、統計を取り続けてもらいたいと思います。 

また、学校図書館を考えてみると、大学の図書館は非常に立派で中に入

って見たいと思うのがたくさんありますよね。中高の図書館はみすぼらし

く感じて、本を読む機会が上手く得られないのかなと考えます。 

立派なものがあれば、入りびたる人もでてくるのかな。 

図書館の充実もありますが、学校図書館にも司書はおりますので、そち

らの充実も考えていかかなければならいと思います。 

 

茂木会長） 他に、質問はございませんか。 

その他に特になければ、議題（２）協議事項ウ第３次朝霞市子ども読書

活動推進計画（案）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。 

 

寳代係長） 今後の協議会の予定です。 

今年度の協議会は今回で最後となります。 

来年度の協議会は７月と２月の２回を予定しています。詳細につきまし

ては、時期がきましたらお知らせします。 

 

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。 

議題については以上になりますがかに、委員の皆様より何かございます

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。                                     

 

 


