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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度 第１回 朝霞市立図書館協議会 

開 催 日 時 令和４年８月３日(水) 午前１０時００分～午前１１時０８分 

開 催 場 所 朝霞市立図書館 視聴覚室 

出 席 者 

出席委員５名（茂木静枝会長、有永克司副会長、三好

正浩委員、藤岡弘美委員、原浩明委員） 

欠席委員２名（石川敬史委員、黒川滋委員） 

事務局９名（神頭部長、鈴木館長、辻主幹、三田専門

員、齊藤係長、安藤係長、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）令和３年度事業報告について 

（２）令和４年度事業計画について 

（３）第３次朝霞市立図書館サービス基本計画（令和３年度実

績報告） 

（４）第２次朝霞市子ども読書活動推進計画（令和３年度実績

報告） 

４ 閉  会 

会 議 資 料 

・朝霞市立図書館協議会委員名簿 

・令和４年度第１回朝霞市立図書館協議会次第 

・令和３年度事業報告（資料１） 

・令和４年度事業計画（資料２） 

・第３次朝霞市立図書館サービス基本計画（令和３年度実績報

告）（資料３） 

・第２次朝霞市子ども読書活動推進計画（令和３年度実績報告）

（資料４） 

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）令和３年度事業報告について事務局より説明をお願

いします。 

 

齊藤係長） それでは、議題の１点目令和３年度事業報告について御報告い

たします。 

はじめに、資料１－１令和３年度事業報告を御覧ください。 

令和３年度は、施設改修工事のため９月から令和４年２月までの６か月

間、本館を休館とさせていただきました。 

また、事業運営につきましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症

拡大防止を講じ、一部制限をしながらの開館、事業を実施いたしましたが、

やむなく中止とした事業もありました。実施事業につきましても、検温と

手指消毒の実施、参加人数を制限し、事前申込制としたため、以前と比べ

て参加者が減少している事業もあります。 

  １番目の「おとなの朗読会」は、令和２年度は中止といたしましたが、

本館のリニューアルオープンに合わせ、３月に新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策を講じながら実施し、２７人に参加していただきました。 

  次に、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、令和３年度は「体

験しよう！ボードゲームの世界」を実施しました。この講座は、令和２年

度に企画し、緊急事態宣言による中止を経て、改めて開催したもので、７

人の参加者がありました。 

  ３番目の「児童文化講座」は、大人を対象に、子どもの成長に読書が果

たす役割や本と出合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。令和３年度は、本館のリニューアルオープン記

念として、動物画家薮内正幸氏の原画展と、薮内正幸美術館の館長で御子

息の藪内竜太氏による講演会や、薮内正幸氏の絵本の読み聞かせを実施し

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、この後の「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。７月１０日（土）

に実施し、４人の妊婦と家族が参加されました。 

「ブック・スタート」事業は、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

ジを伝えながら絵本をプレゼントし、絵本を通して親子のふれあいを大切
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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３

年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、絵本の

読み聞かせ等ができないことから、絵本と共に読み聞かせについての説明

書をお渡しいたしました。実施回数は２４回、１，１６７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・

スタートのフォローアップを目的に行っている事業で、２２回実施し、６

２組延べ１３４人の参加がありました。 

２ページ１番目の「うさみみタイム」は、毎週木曜日、職員による絵本

の読み聞かせや紙芝居等を実施し、子どもの読書の推進を図るものです。

例年、読み聞かせの後に子供向け映画の上映を実施しておりますが、令和

３年度は、感染防止対策として中止といたしました。なお、読み聞かせは、

長期休館中も中央公民館で実施し、令和３年度は、２４回実施し延べ１３

６人の参加がありました。 

次の「子ども読書の日お楽しみおはなし会」は、子ども読書の日の前後

に、読書のきっかけ作りを目的に実施し、昨年度は、４月２９日の祝日に

実施、１０人の参加がありました。例年は、児童文学を原作とした映画会

を上映していましたが、コロナ対策のためお話会に変更して実施いたしま

した。 

次の「夏休みおはなし会」は、主に日頃参加のない小学生を対象に、夏

休みに入った７月２２日（木）午後に開催し、１２人の参加をいただきま

した。 

次の「クリスマスおはなし会」は、クリスマスに関連した絵本の読み聞

かせを行い、本への興味を広げ、子どもの読書と図書館利用の促進を図る

ことを目的に実施ししているもので、２８人の参加がありました。 

  次の「シネマ・ライブラリー」、「ティーンズ・シネマ」、「子ども読書の

日おたのしみ映画会」、「夏休みこども映画会」は、換気などの感染症対策

が難しいため、中止といたしました。 

  ３ページ目の「図書館まつり」は、６月２６日（土）、２７日（日）に開

催し、延べ１，５８７人の御来場をいただきました。主な内容といたしま

しては、展示や人形劇などの発表・催し物を行いました。 

  次に「らいぶらりコンサート」は、コロナ対策のため、５月２９日（土）

と３０日（日）の２部制で実施し、延べ１６８人の御来場をいただきまし

た。 

次の「図書館本館リニューアルオープン記念事業本の福袋」は、タイト

ルも内容も分からない状況で本を借りることで、本への興味や読書の幅を

広げ、図書館利用の促進を図るもので、昨年度は新年特別企画として実施

したものです。貸し出し冊数は５６２冊、貸出率は９８．３％でした。昨

年度は、はじめて、複数の本を入れることを試みました。 

  次の「書庫見学ツアー」は、図書館業務の解説を行うとともに、普段入



4 

 

ることのできない書庫を見学してもらうもので、夏休みの８月１０日には、

午前中に小学生、午後に中・高校生を対象として開催し、２０人が参加し

ました。８月２７日には、成人向けに開催し、１２人に参加していただき

ました。 

  最後の「図書館利用者懇談会」は、コロナ対策の観点や、改修工事によ

る長期休館とそれに伴うリニューアル開館準備等により中止といたしまし

た。 

次に、分館から事業報告をいたします。 

 

三田専門員） 続きまして、北朝霞分館の事業報告でございます。 

  資料１－１の４ページを御覧ください。 

  まず、「えんじょいきっず」につきましては、小学３年生から６年生の児

童に、図書館の仕事を体験することで、本に興味を持ってもらうことを目

的に実施しております。 

例年、夏休み期間中に実施しており、令和３年度は、当初４回予定して

おりましたが、８月２５日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

の観点から、中止となり、３回で延べ１０人の児童に御参加いただきまし

た。 

  次に「名画ＴＨＥ分館」につきましては、８月２３日に実施する予定で

したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止とさ

せていただきました。 

次に「春休みキッズシネマ」につきましては、３月３０日に、「レオ・レ

オニ５つの名作集」などを上映し、子どもと大人を合わせて８２人の方に

御参加をいただきました。こうした児童映画の上映を通じて、本を読むき

っかけにしていただき、図書館の利用促進につなげるものでございます。 

  最後に「絵本のよみきかせ」につきましては、毎月第３火曜日に、ボラ

ンティアグループのおはなしの木の皆さんの御協力により、実施している

ものです。４月から９月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、中止とさせていただきましたが、１０月から事前申込制で参加人数を

２０人に制限して再開し、３月まで６回実施し、延べ７６人の方に御参加

いただきました。 

  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が、何か御意見や御質問

はございますか。 

 

有永委員） 「赤ちゃんとママ・パパのお話タイム」ですが、４月と８月は

参加なしのため中止とあります。月２回実施しますと２０回となりますが、

報告では２２回となっていますが。 
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辻主幹） 改修工事期間中に、中央公民館児童室で開催しておりますので、

合わせて２２回となっております。 

 

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（１）令和３年度事業報告について終了さ

せていただきます。 

それでは、資料１－２令和３年度図書館利用状況について事務局より説

明をお願いします。 

 

齊藤係長） 資料１－２令和３年度図書館利用状況を御覧ください。 

  １番目「貸出人数」を御覧ください。 

ＷＥＢ分を含め、図書館本館が１１万９，３９９人、分館７万４，１５

１人、公民館５館の合計で３万２，２２４人、総計２２万５，７７４人で、 

前年度と比較して、２万５２８人、１０％の増となっております。 

  ２番目「貸出冊数」を御覧ください。 

ＷＥＢ分を含め、図書館本館が３３万７，３９２冊、分館２７万８，０

７０冊、公民館５館の合計で１０万５，６７２冊、総計７２万１，１３４

冊で、前年度と比較して、４万２，７０２冊、６．３％の増となっており

ます。 

次に、２ページの１番目「登録者数」を御覧ください。 

図書館本館が１，７７８人、分館９４４人、公民館５館の合計で２７１

人、総計２，９９３人で、前年度と比較して、３９７人、１５．３％の増

となっております。 

２番目「予約点数」を御覧ください。 

ＷＥＢ分を含め、図書館本館が１６万７，７３６冊、分館１万２，７１

６冊、公民館５館の合計で２，９６２冊、総計１８万３，４１４冊で、前

年度と比較して、２万２，６０９冊、１４．１パーセントの増となってお

ります。 

３ページ目の「開館日」を御覧ください。 

図書館本館が２９０日、分館が３１８日、公民館５館の合計で１，４１

７日、総計２，０２５日で、前年度と比較して、２４５日、１３.８％の増

となっております。 

最後に、図書館本館の「実来館者数」を御覧下さい。 

令和３年度は１５万２，８１６人、前年度と比較して、３万１，６７０

人、１７．２％の減となっております。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休館や制

限付き開館とした令和２年度と比べ、全体としてどの項目も増加となって

おります。 

なお、その中で、図書館本館につきましては、改修工事に伴い６か月間

休館としたため、貸出人数、貸出点数、実来館者数が減少しています。 
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以上が、令和３年度事業報告でございます。 

 

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

問はございますか。 

 よろしいでしょうか。 

次に、議題（２）令和４年度事業計画について事務局より説明をお願い

します。 

 

齊藤係長） それでは、議題の２点目令和４年度事業計画について御説明い

たします。 

１ページ目。一般成人対象の「おとなの朗読会」と青少年対象の「青少

年対象講座」は各年間１回の実施を予定しています。 

  次からの児童関係事業につきましては、「児童文化講座」と「プレママ・

パパ絵本講座」は各年間１回。「ブック・スタート」事業は、毎月２回、年

間で２４回。「赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム」は、月１回、年間

１２回。「うさみみタイム」は、毎週木曜日の午後、年間４８回。 

２ページ目。「子ども読書の日おたのしみおはなし会」は、５月５日に実

施。「夏休みおはなし会」は、７月２８日の午前、午後に分けて実施。「ク

リスマスおはなし会」は、１２月に１回実施を予定しています。 

その下、映画会をまとめて載せてあります。 

「シネマ・ライブラリー」は、一般成人向け映画を年５回程度。「ティーン

ズ・シネマ」は、主に中高校生向けに年３回実施の予定です。子ども向け

映画としては、「子ども読書の日おたのしみ映画会」を子ども読書の日の４

月２３日前後に、「夏休みこども映画会」を夏休み期間に実施を予定してい

ましたが、コロナの感染対策上、視聴覚室の換気が課題となっており、既

に一部中止となっております。今後は、状況を見ながら実施したいと考え

ております。 

次の「図書館まつり」は、６月２５・２６日（土・日）に開催。また、「ら

いぶらりコンサート」は５月２９日（日）に開催しております。 

「本の福袋」、「書庫見学ツアー」、「図書館利用者懇談会」につきまして

も、例年通り実施の予定です。 

 次に、分館の令和４年度事業報告を御説明いたします。 

 

三田専門員） 続きまして、北朝霞分館の事業計画でございます。 

  資料２の３ページを御覧ください。 

  今年度は、前年度と同様の事業を計画しております。 

  「えんじょいきっず」は、夏休み期間中の８月に予定しており、募集１

６名に対して１９名の応募があり、選考はせずに１９名全員に御参加いた

だきます。第１回目は、明日４日となっております。 

また、大人向けの映画会の「名画ＴＨＥ分館」を８月２１日に篠田正浩
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監督「少年時代」上映する予定です。 

子ども向けの映画会の「キッズシネマ」を１０月１０日に実施する予定

となっております。例年３月に実施しておりますが、産業文化センターの

ホールが改修工事のため、利用できないので日程を前倒しております。 

「絵本のよみきかせ」は、毎月第３火曜日に実施しております。今年度

は、既に４回実施し、子どもと大人を合わせて３９人に参加しております。 

  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が、何か御意見や御質

問はございますか。 

  よろしいでしょうか。 

  コロナ禍のため中止する事業が出てくるのかが心配ですが、今後、計画

されました事業の実施をお願いします。 

特になければ、議題（２）令和４年度事業計画について終了させていた

だきます。 

次に、議題（３）第３次朝霞市立図書館サービス基本計画（令和３年度

実績報告）について事務局より説明をお願いします。 

 

猪股主査） それでは、第３次朝霞市立図書館サービス基本計画（令和３年

度実績報告）について説明いたします。 

第３次朝霞市立図書館サービス基本計画では、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

努めていくこととしています。 

評価につきましては、本資料の３ページに記した基準に基づくものとし

ています。 

Ａにつきましては、目標に対する実績が８０％以上の場合。Ｂにつきま

しては、目標に対する実績が６０％以上８０％未満の場合。Ｃにつきまし

ては、目標に対する実績が６０％未満の場合という設定で、評価をしてお

ります。 

それでは、１計画的な資料収集と蔵書構成の充実でございます。 

令和３年度においては、目標値５１万５，０００点に対して、実績値５

１万６，０９３点で、目標に対する実績が１００．２％でした。評価とし

てはＡサービスの充実が図られているとしました。 

続きまして、２資料・情報提供サービスの充実でございます。 

当初の計画では、本館のみの数値としていましたが、報告では、本館、

分館のレファレンス件数を合算した数値として、改めております。 

令和３年度目標値５７２件に対して実績は１９７件で 目標に対する実

績は３４．４％でしたので、評価はＣとしました。新型コロナウイルス感

染症に関する臨時休館やレファレンスサービスの縮小、令和３年度におい

ては、本館改修工事による休館の影響が考えられます。  
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続いて、２ページ目、３多様な利用者に応じた図書館サービスの充実で

ございます。 

はじめに、指標①子ども一人当たりの児童書数です。 

令和３年度の児童書蔵書数１６万２，２７６点、令和３年度末の１５歳ま

での児童数２０，５１４人でした。 

児童数で按分すると、１６万２，２７６割る２万５１４人は７．９１と

なり、児童一人当たりでは、目標値７．８０点に対して実績７．９１点の

ため、目標に対する実績は１０１．４％、評価としてはＡとしました。 

次に、指標②貸出密度です。 

資料の訂正をお願いします。令和２年度の実績が４．７、令和３年度の

実績が５．０に改めさせていただきます。 

それでは、令和３年度においては、貸出点数７２万１，１３４割る１４

万３，９２６人（令和３年度末人口）は５．０１約５．０となり、目標に

対する実績が８０．６％のため、評価はＡとしています。  

続いて、４図書館の効率的・効果的な運営です。 

司書資格保有率です。令和３年度においては、職員数２０人に対して令

和３年度司書職員数７人でしたので３５％になります。目標値３０％に対

する実績３５％でしたので、目標に対する実績は１１６％のため、評価は

Ａとしました。 

 

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

問はございますか。 

 

藤岡委員） ２資料・情報提供サービスの充実の評価がサービスの充実が望

まれるとありますが、評価に対しての改善点や改善案、それに対するアク

ションはありますか。 

 

辻主幹） 図書館の大切な仕事の一つとして、レファレンスが上げられます。 

令和元年度は、毎日レファレンスカウンターに職員が入り受付をしていま

した。コロナ禍の影響で、令和２年度、３年度は繁忙期の土日のみ対応し

ました。 

平日については、必要に応じて貸出カウンターの職員から声をかけてもら

い、事務室内の職員がレファレンスに対応しております。このため、数が

少なくなってしまいました。  

改善策としては、今後コロナ禍が落着き通常の業務に戻れば、レファレン

スカウンターに人の配置を戻して行きたいと思います。 

  また、令和３年度は、半年間、工事の関係で図書館が休館となったことも

大きく影響したものと考えております。 

 

有永委員） コロナ禍の制限や改修工事の休みを考慮して、この数字を判断
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すると、通常でやっていたらこの数字は何％達成できたのでしょうかね。 

 

辻主幹） 令和２年度は、４月当初から５３日間、全面休館しており、その

後も、ブラウジングは御遠慮いただいており、レファレンスはできない状

態でした。 

  令和３年度に入って少しずつ制限を緩和していき、土日に関しては、今

は通常どおりの対応で、夏休みは朝から大入りですので、体感としては令

和元年度並みのサービスは継続できているものと思っています。 

  半年間、本館を休みにしたことで皆さんの目が分館や地区公民館に向い

て、分館もかなりいい所だと評価され、かなり利用者が増えております。 

  そういうことも含めて、充実させていければ良いと思います。 

 

有永委員） こういう評価をシートに載せるたびに、反省したり、対応した

りするのですか。 

 

辻主幹） あくまでも、このような事情はありますが、シートの中の数字は

Ｃランクです。体感としては、平常並み。気持ち的にはＡランクを付けた

いが、数字的にはＣランクです。客観的評価として必要だと考えています。 

 

有永委員） 評価はＡＢＣだけではなくて、補足でこういうことが考えられ

るとかあってもよいかと思います。 

 

茂木会長） 数字で表すとこうなってしまうんですね。 

 

藤岡委員） 背景が聞けましたのでよかったです。 

  コロナ禍で感染対策が難しいのであれば、ＷＥＢでのやり取りでもレフ

ァレンスの件数は上がります。 

聞く側にしても、ある程度の事前のやり取りがあって、実際にお会いし

て資料を集められるのは非常に助かるのかなと思いますので要望します。 

 

辻主幹） 実際に、メールでやり取りさせていただいたことが何度かありま

すので、参考にさせていただきます。 

 

茂木会長） 他に、ございませんか。 

その他になければ、議題（３）第３次朝霞市立図書館サービス基本計画

（令和３年度実績報告）について終了させていただきます。 

次に、議題（４）第２次朝霞市子ども読書活動推進計画（令和３年度実

績報告）について事務局より説明をお願いします。 

 

猪股主査） 資料４、第２次朝霞市子ども読書活動推進計画（令和３年度実
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績報告）について説明いたします。 

 第２次計画では、基本目標ごとに評価指標を設定し、毎年度自己評価を実

施し、達成に努めることとしています。 

  また、関係課、関係機関においては、基本目標を踏まえ、実施計画を策

定し、毎年度自己評価を行い達成に努めることとします。 

第２次計画の進捗状況及びその成果については、朝霞市立図書館協議会

及び朝霞市子ども読書活動推進連絡会に報告するとともに、評価及び意見

を求めるものとしていることから、本協議会において、資料４として報告

させていただきました。 

資料４として、この度報告させていただいている資料につきましては、

７月２６日に開催された令和４年度第１回朝霞市子ども読書活動推進連絡

会にて、関係課・関係機関がそれぞれ報告したものを連絡会にて確認した

ものを配布させていただいております。 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業の中止、縮小等の影響が

令和２年度に引続き令和３年度もありました。しかしながら、それぞれの

機関において、感染症防止策を図りながら、可能な限り事業を再開したと

ころでございます。 

このような状況ではありますが、おおむね目標に沿い事業を進めている

ものと認識しています。 

最終ページをお開きください。 

不読率推移についてでございます。 

計画目標を平成２８年度のアンケート実施時の小学生の不読率５．４％

を令和３年度には４％以下に、中学生・高校生の不読率１６．８％を令和

３年度には１２％以下に、計画に定めました。 

最終年度の令和３年度においては、小学生１６．１％、中学生・高校生

３３．７％となり、目標値には及びませんでした。 

以上の実績報告については、図書館協議会後、図書館ホームページにお

いて公表する予定です。 

 

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

問はございますか。 

 

有永委員） ＷＥＢで見ることができますか。 

 

猪股主査） はい、公開しております。 

 

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（４）第２次朝霞市子ども読書活動推進計画

（令和３年度実績報告）について終了させていただきます。 

次に、その他について、有永委員から説明があります。 
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有永委員） プリント２枚を配らせていただきました。 

不読率の目標を達成してるところは、国、各県、東京都でもありません。 

うまく行っている事業体がありましてので、紹介させていただきます。 

最初に、（１）公共図書館と学校図書館との連携が必要ではないのでしょ

か。 

（２）公共図書館による学校図書館サポート。 

朝霞市は人口増加で生徒数が増えており、第八小学校１，２００人、第

五、第六小学校も間もなく１，０００人のマンモス校となります。学校図

書館も十分な対応ができなくなると予想されるので、連携して子供たちが

図書に親しむ環境づくりをしていけばよいと思いました。 

司書同士の交流として研修会を行う。公共図書館司書が学校へ行きアド

バイスをする。標準冊数の達成、課題の把握、選書アドバイスなどを話し

合う。 

また、公立図書館から学校へ定期的に配本を１回数百冊、年に３、４回

入れ替えするところもあります。既に行っていますが、除籍予定の本を優

先して学校へ渡すのもよいかと思います。 

次に、北海道北広島市の取り組みを紹介します。 

公共図書館と学校との連携を密に行っています。人口６万弱で、小学校

一人当たりの年間貸出数３１．６冊（平成２９年）です。 

フロアワークボランティアを募集し、講習を受け、返本や書架整理、Ｏ

ＰＡＣの利用案内などをします。司書への橋渡をします。市民のニーズを

把握し市民が支える図書館として行っています。 

それに加え、学校図書センターを設立。市の職員、委託職員、学校司書、

まちなか司書で構成。学校図書館のネットワークを構築しまして、図書の

一元管理、図書購入、相互貸出、端末機器の導入、学校司書の巡回派遣、

小学校や保育施設を回るまちなか司書の巡回派遣をします。また、学校図

書リクエストとして選書リストから子どもたちが選んだものを購入しま

す。 

児童図書学校巡回事業「豆次郎」。学級文庫のように学級ごとに４０冊入

った本の箱を届ける。１か月で別のクラスの本と交換する。３か月たつと

学校ごと本を入れ替える。生徒は常に新しい本に接し、授業の合間読書や

朝読に利用されています。 

  もし、これを朝霞市が行った場合は、小学生７，６００人に１２を掛け

て年間貸出点数は９万１，０００点です。書庫はそのままで蔵書も増えま

す。不読率も確実に下がる利点があります。 

  もう一つ、家読パック「こつぶ」。これは、保育施設へ送迎に来る保護者

に渡すというやり方です。 

図書館に行く時間が取れない家族に合わせた本を数冊パックにし、専用

バックに入れて渡す。絵本と家族のリクエスト本を司書が選び、事前に図
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書館で貸出した本の受け渡しをする。直接受け渡しは難しいので、司書が

用意したバックをセルフで持ち帰るようにしている。 

  これらを実現するには、ボランティアの養成が重要になってくると思う。

図書館は、人と人を結び付ける場所でもあるので、ボランティアを募集し

て養成することが重要になってくる。 

志木図書館では、図書館サポーターと図書館パートナーズの２種類を募

集しております。図書館サポーターは、書架整理、配架、ＣＤ・ＤＶＤの

確認視聴をする。図書館パートナーズは、図書館事業の企画及び運営、Ｆ

acebookで企画の告知・報告をします。 

  本年度の事業計画を見ても、子供向けがほとんどで、前回黒川委員が言

っておられましたけど、大人向けが非常に少ない。市民の人が企画して、

行ってもらえば大人向けが充実してくる。 

  和光市の方も、図書館サポーターを募集していまして、事業の企画及び

運営、除籍資料のリサイクルの準備及び受付、団体貸出業務の補助、図書

館資料のカバー掛け及び修理、図書館内の装飾及び美化もやっています。    

これらを活用すれば、図書館としての活動の広がりもでてくる。 

朝霞市は人口が増える。学校はマンモス化する。それなりのことを考え

ていかないと大変だと思います。公民館図書館は、貸出冊数が減っていま

す。もともと冊数が少なくなくて魅力がない。試しに、図書館の本の入れ

替えを行ってみて、どのくらい効果があるのかやってみたらいいと思う。 

毎日３００冊入れ替えている図書館がある。入れ替えも大変なので、ば

かっと持って行き、図書館本館コーナーを設ける。そういう、ノウハウを

やっていけば北広島市のような豆次郎につながっていくと思いました。 

 

茂木会長） ありがとうございました。 

これが実現するとすごいことになるなと思いました。 

まず、人手がない。一遍にではなくて、朝霞市にできそうなことから取

り組んでいただく。 

人手を求める。ボランティアで可能ということではなくて、予算がつか

ないと動けないところもありますので、事務局の方ができそうなところか

ら始めていただければ思っております。 

貴重な資料となりますので、御検討いただければと思います。 

 

有永委員） 学校と図書館の現状はどうですか。 

 

三好委員） 図書館から廃棄となります本をいただき活用しております。 

学校自体が５階建てで、２階から４階が教室、５階が図書室となります。

なかなか行き来しづらいのですが、昨年度より今年度の方が貸出数は増え

ております。 

これには訳がございまして、子供たちが本に触れ合う環境を整えたため
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で、司書教諭とサポーターが連携を取りながら進めています。 

 

原委員） 高校生の不読率５０％は新しい数字ですね。 

高校生は、動画・ネットで読んだり調べたりします。高校生は、図書館

よりは自習室を必要としているのですね。 

どこの図書館もやっていると思うのですが、図書館を若者に利用させる

ためには自習室が必要ですね。 

 

茂木会長） ありがとうごさいました。 

他に何かございますか。 

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。 

 

安藤係長） 今後の協議会の予定です。 

次回の協議会は２月を予定しています。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） 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、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。                                     

 

 


