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平成２３年度第１回伊賀市子ども健全育成施策検討委員会議事録 

 
◆開催日時：平成 23 年 11 月 17 日（木）９時 30 分~ 
 
◆開催場所：伊賀市役所北庁舎第 32 会議室 
 
◆出席委員：７名（佐々木委員、上山委員、谷委員、田村委員、朝長委員、水井委員、 

番條委員） 
 
◆欠席委員：６名（伊村委員、奥谷委員、中島委員、宮田委員、櫻本委員、小川委員） 
 
◆事 務 局：藤山企画課長、秋永こども家庭課長、入本健康推進課長、 
      仁保学校教育課長、中いがまち公民館長、中川中央公民館長、 
      中井阿山公民館長、清水大山田公民館長、福徳青山公民館長、 

松井上野図書館長 、児玉生涯学習課長 
 
◆傍 聴 者：０名 
 
◆議 事： 
 
事務局  おはようございます。定刻となりましたので、ただいまより、平成 23 年度第１ 

回伊賀市子ども健全育成施策検討委員会を開催します。 
     何かとご多忙のところご出席いただきありがとうございます。 
     始めに伊賀市子ども健全育成施策検討委員として本年度より２年間お世話にな 

る委員の皆様に伊賀市教育委員会味岡教育長より辞令の交付を行います。 
     －委嘱状交付－ 
     続きまして、教育長よりご挨拶いただきます。 
 
教育長  伊賀市子ども健全育成施策検討委員会として２年間よろしくお願いします。本 

会議においては、伊賀市の子どもを健全に育成するということが大きな狙いとな 
っています。 
そこでまずは伊賀市の子どもの現在の問題点を明らかにしたいと思います。よ

く取り上げられる問題点として、非行やいじめなどがあるが、伊賀市の子どもに

関して現時点で大きなものはありません。 
ただ、３年前から文部科学省が実施している全国学習状況調査の中で、伊賀市

の子どもはテレビゲームや携帯ゲームを使用する時間が全国平均と比べて５ポイ

ント高くなっており、就寝時間も全国どこよりも遅くなっています。また家庭学
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習にあてる時間も非常に少なくなっています。 
このような状況で、この会議では伊賀市の子ども読書活動推進計画について論

議されるが、テレビゲーム等想像力を働かせることなく、反射神経的に行ってい

くことは、子どもの心を蝕んでいくのではないかと感じています。 
それに対して読書活動や体験活動は、子どもの空想力、想像力を発揮すること

になり、子どもの創造性を育てることにつながると思います。したがって、この

会議では読書活動の推進を中心に取り組んでいるわけだが、これは伊賀市の子ど

もにとって非常に大事な要因となります。学校としても朝読書等で読書活動に取

り組んでいます。また私が現在の伊賀市の状況を PTA 連合会総会等で報告すると

大変ショックを受け、家庭でも学校でもその力を読書活動、体験活動に向けてい

かなければならないと取り組んでいます。 
子どもを健全に育成するということの一番根深い部分をこの委員会で議論いた

だきたいと思います。最近は周囲の働きかけで改善傾向にあり、その結果学力も

徐々に上がって来ており、現時点で全国平均より２,３ポイント高い学力となって

います。 
子どもの健全育成は学校のみならず皆様方団体の方々にも一緒になって取り組

んでいただくということで、２年間ご苦労をかけると思いますが、よろしくお願

いします。 
 
事務局  伊賀市子ども健全育成推進委員会の会長、副会長の選任を行います。まずは、 

委員の紹介を行います。 
     －伊賀市子ども健全育成推進委員会委員紹介－ 
     では、選任だが伊賀市子ども健全育成施策検討委員会条例第５条に、それぞれ 

委員の互選により定めるとあるがどのようにしますか。 
 
委員   事務局一任でお願いします。 
 
事務局  事務局一任ということで、会長に佐々木様、副会長に番條様を推薦しますがい 

かがでしょうか。 
 

   －一同拍手－ 
        
   承認をいただいたということで、よろしくお願いします。それでは、佐々木会 

長にご挨拶いただきます。 
 
会長   会長ということで責任を感じているが、委員会の発展のため引き受けたいと思 

います。不慣れでご迷惑をかけると思うが、ご指導いただきたいと思います。よ 
ろしくお願いします。 
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事務局  本日は、伊賀市子ども読書活動推進計画平成 23 年度事業計画と（仮称） 

第二次伊賀市子ども読書活動推進計画に係るスケジュール（案）について、委員

の皆様にご協議いただくことを議題としています。この委員会は伊賀市審議会等

会議の公開に関する要綱第３条に基づき公開を行いますことと、第８条に基づく

会議録作成のため録音をさせていただきますことをご了承賜りたいと存じます。

それでは、伊賀市子ども健全育成施策検討委員会条例第６条により会長に議長を

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
会長   それでは議事に入ります。事務局より伊賀市子ども読書活動推進計画平成 23 年 

度事業計画について説明願います。 
 
事務局  －23 年度事業計画説明（活動単位：１．家庭･地域）－ 
 
委員   ブックスタートについて 22年度あたりからこんにちは赤ちゃん訪問事業のとき 

に本だけを手渡ししていると聞いています。最初ブックスタートがスタートした 
ときには１歳６ヶ月時の検診会場で実際に本を読んで子どもたちに聞いてもらっ 
ていたが、待ち時間を利用するなど取り組み方がいい加減になってきたと思いま 
す。騒然とした待合室で読み聞かせを行っているという話がこの委員会でも問題 
になりました。その後はこんにちは赤ちゃん事業のときに本だけを手渡ししてい 
ると聞いています。ここに事業の具体的方策として充実と周知と書いてあるが、 
この方法が充実なのかと疑問に思っています。いかがでしょうか。 

 
事務局  １歳半健診で絵本の読み聞かせと本の手渡しを行っており、少しでも多くの人 

に渡したいとの思いでしたが、検診の受診率が 100%ではありませんでした。こん 
にちは赤ちゃん事業は全戸訪問を目指しており、絵本を赤ちゃんのときから読ん 
でくださいとお伝えすることも出来るので、赤ちゃん訪問へと方向転換しました。 
それでも、留守でお会い出来ないことや連絡がつかないことがあります。そうい 
ったときには本の手渡しだけでも行おうということで説明もしています。母親の 
中には赤ちゃんの絵本を見てこのシリーズはどこで購入できるのか等問い合わせ 
もあるので、少し浸透してきたようには感じています。今後とも赤ちゃん訪問で 
絵本を渡していきたいと思っています。 

 
委員   多くの赤ちゃんに絵本に触れていただく機会を設けることでの充実ということ 

だが、手渡しただけで放置されている絵本もたくさんあるのではないかと懸念し 
ています。手渡しでの方策と並行して以前のように待ち時間を利用した読み聞か 
せではなく、きちんとしたブックスタート本来の形での読み聞かせを検討してい 
ただきたいと思います。 
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事務局  いただきましたご意見を来年度の事業を考えていく中で検討していきます。 
 
委員   どようっこクラブを青山で 10年近く毎月１回行っています。長年続けていると、 

お話を聞きに来る人が増えているのが分かります。毎年子ども達は変わってくる 
が、母親の意識が変わってきていると感じています。子育て支援センター等子育 
て中の母親が集まれる場所での機会を増やしていただければと思います。 

     今年度、大山田の子育て支援センターから依頼を受け、夏にひだまり文庫と青 
山子育て支援センターで行っている講師を招いてのイベントを大山田も一緒に行 
いました。それをきっかけに大山田子育て支援センターから毎月お話広場を開き 
たいので来てくださいとのお話をいただきました。そうすると、遠方からも親子 
で来てくれて、絵本の読み聞かせを聞きたい気持ちはあるのだと思いました。そ 
の中で、せっかく大山田で開いているのだから大山田のボランティアと支援セン 
ターで開催できるといいのにといった話も出てきました。しかしボランティア数 
も少なく地元だけでいつも出来るわけではないので青山に依頼をしてくれていま 
す。もっと地域でボランティアが育てばいいと思います。 

 
事務局  大山田の現状は今言われたとおりです。現在各公民館でボランティア養成講座 

を実施しており、今後どれくらいの方に受けていただけるか分かりませんが、県 
の出前講座も利用しながらボランティアの養成もしていきたいと考えています。 
その中で図書館のネットワーク化も公民館を通じて行いたいと思います。 

 
     －23 年度事業計画説明（活動単位：２．保育所（園）･幼稚園）－ 
 
委員   指標がほぼ箇所数になっていて平成22年度までに99%達成されているように思 

います。指標の設定は難しいと思うが、すでに達成されたものを続けず別の指標 
を立てていただきたいと思います。 

 
事務局  指標の件は今言われたとおりで、各担当課からも相談いただいています。これ 

は毎年継続していくということで箇所数が指標になっています。100%実施されて 
いるが、継続して行うためにこの指標になっていることを確認いただきたいと思 
います。今後の指標に関しては次年度以降計画の見直しということで、そこで検 
討修整したいと思います。 

 
委員   指標に関連して、継続して行うために箇所数になっているということだが、５ 

頁一番下の外国籍の子どもへの対応のところです。外国語図書の充実を図るとあ 
るのに指標が箇所数で、幼稚園が１箇所なので指標も１箇所となっているが、冊 
数であるとか言語数であるとか具体的、実質的な指標を検討いただきたい。 
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事務局  担当と協議して改善したいと思います。 
 
委員   障がいのある子どもたちへの対応とは、どういったことでしょうか。 
 
事務局  保育所での場合は、全盲の方がいまして点字図書を置いています。実際まだ読 

むことが出来ないので、手に取りやすい配置や図書が倒れてこない配置を考えて 
います。 

 
事務局  所管している園は公立の桃青の丘幼稚園一つだけですが、障がいを持つ園児に 

ついては社会事業協会でお世話いただいています。ここで書かれている障がいの 
ある子どもとは特別に支援を要する子どもたちがたくさんいるという理解の中で、 
図書のコーナーをどのようにしていくのかということでご理解いただきたいと思 
います。 

 
事務局  －23 年度事業計画説明（活動単位：３．学校）－ 
 
委員   ２点伺います。まず８頁の図書館業務に携わる職員の充実で３名の学校図書館 

司書の雇用とあります。実際に私も３名の方を研修しました。３名ともやる気も 
あって、色々なアイデアを出してくれていたが、司書資格を持っていない方ばか 
りで、また図書館勤務をされたことのない方ばかりです。ボランティアで読み聞 
かせをされていた方ばかりで、本と子どもを繋ぎたいという気持ちはすごく強い 
方ばかりでしたが、資格がなく図書館勤務もないということで、基本的な図書館 
のことを知らなかったりします。４月に研修を行い何かあれば電話くださいとい 
うことで伝えましたが、たびたび電話がかかってきます。３名雇用していただい 
たことはありがたいのだが、３名の方の心が折れてしまわないようにバックアッ 
プしていただければと思います。皆さん言われていたのが、１年で終わるのでは 
なく次の年度もあればということです。フォローをお願いします。 

     次に９頁の家庭にある本の寄贈を呼びかけとあるが、どういう本が集まり、ど 
のように利用されていますか。活用法を教えてください。 

 
事務局  司書教諭ですが、11 学級以上については配置する制度があります。本年度の計 

画で巡回型の 3 名を配置しています。募集に際して免許を保有している人を募集 
したが、そういった方々の募集がなかったのが現実です。それで要請をして白鳳 
高校で研修を行っていただきました。学校へは教育委員会の施策として行ってい 
るということを十分に周知しているので、学校でもフォローし教育委員会でも集 
約しながら充実に努めていきます。 

     地域との連携ですが、学校図書だけでは足りなくなってきており、それを充足 
していくために始めた事業です。しかしご指摘のとおり廃品回収の状態になって 
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いるので、そういうものではないということを保護者の方にも伝えています。ま 
だどのような活用というところまでは十分にできていないのが現状です。本年度 
の活用状況については次回、もしくは来年度に報告します。 

 
委員   司書の件ですが、去年の段階で 22 年度１年限りと聞いていたが、23 年度も継続 

して行われるということはありがたく思います。23 年度もここまで来ていますが、 
何校が申し出ており、司書が何校回っているのか具体的に教えてください。 

 
事務局  小学校 12 校、中学校４校に巡回しており、回数としては週に１,２回です。学校 

での業務としては、館内の新刊紹介やおすすめ図書の紹介、読み聞かせ会の企画 
等、また子どもたちが図書館に入りやすいような環境作りを各学校の要望に基づ 
き活動しています。 

 
委員   これは今後も継続されますか。また最終目標は各学校への司書の配置だと思う 

が、今後の考えを聞かせてください。 
 
事務局  予算が伴うので財政当局に要望してまいります。 
 
事務局  －23 年度事業計画説明（活動単位：４．上野図書館･公民館図書室）－ 
 
委員   ２点伺います。読み聞かせ会はなんとなく分かるが、読み聞かせ会も含めブッ 

クトークやお話し会では具体的に子どもたちの様子はどういったものか聞かせて 
いただきたい。 
次に 18~19 頁で点字図書館との情報公開に努めるとあるが、大山田公民館がな 

いのはなぜか教えてください。 
 
事務局  読み聞かせ会、お話し会については、親子に絵本を読ませていただいたり、紙 

芝居をさせていただいたり、エプロンシアターをさせていただいています。ブッ 
クトークについては主に学校において本の紹介をしています。 

 
事務局  各活動についての子どもたちの様子ですが、各公民館図書室においては、地域 

の保護者と子どもを集めてクリスマス会などのイベントを行っているが、とても 
楽しそうに参加いただいています。だんだんと参加者も増えているように感じて 
います。 

 
事務局  図書の担当に聞くと要望もなく報告できるようなこともしていなくて、情報に 

ついて聞かれたら答えるといった感じなので挙げていません。 
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委員   指標がすごく気になります。達成されているものや回数ばかりなので、もっと 
中身が見える指標にしていただければと思います。 

 
事務局  今年度と 24 年度の目標値についてはこの形で進めて、それ以降の新しい計画の 

中で反映していけるよう検討したいと思います。 
 
委員   図書配送サービスをこの秋から始められたと聞いています。その件について報 

告いただきたい。 
 
事務局  今年の９月から試行しました。内容としては、上野図書館で持っていない図書 

を持っている他の図書室に配送の予約を依頼する方法です。９,10 月の状況として 
は、図書館、図書室合わせて各月 30 件ほどご利用いただいています。現在の配送 
方法については、市の文書便を利用し配送しています。また件数が増えてきた場 
合の配送方法を考えなければならないが、現状は文書便で可能な件数で行ってい 
ます。 

 
委員   配送サービスについても冊数制限があると聞いているが、より充実させていく 

方向でお願いしたい。 
 
事務局  今後検討していきます。 
 
会長   全体的な意見、質問ありませんか。 
 
委員   私共の学校にもボランティアに来ていただいているが、ボランティアに対し本 

当に申し訳なく思っているので、サポートをお願いしたいと思います。 
 
事務局  ボランティアの力には大変大きなものがあります。現在も色々な形で協力いた 

だいています。今後はボランティア同士のネットワークも考えていかなければな 
りません。各事業の中で実施いただいている部分で、本年度は図書館、生涯学習 
課でボランティアの質を上げていくためのフォローアップ研修や、これからボラ 
ンティアを始めたいと考えている方に対する支援をしていくための講演会等も計 
画しています。 

     そういったことも含めて横のつながりや情報交換も想定して考えています。 
 
会長   それでは、（仮称）第二次伊賀市子ども読書活動推進計画に係るスケジュール 

（案）について説明願います。 
 
事務局  －（仮称）第二次伊賀市子ども読書活動推進計画に係るスケジュール（案）に 
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ついて説明－ 
 
委員   アンケートとはどういったことを考えていますか。 
 
事務局  資料に前回のアンケートがあるが、これに良く似た形になってくるかと思いま 

す。本を読むということに対する子どもたちの現況を、子どもたちの方向や環境 
といった面から確認したいと思います。子どもたちに対するアンケートなので、 
学校のお世話になると思います。それと、ブックスタート、公民館図書室の充実 
を図るための部分にも関わってくるので、それらを利用する方々の意見も伺える 
ようなアンケートにしていきたいと思っています。 

     詳しい内容については次回の委員会で説明します。 
 
会長   その他に進みます。 
 
事務局  図書館、図書室については多くの希望があります。それらも反映しながら事業 

を進めていきたいと思うので、今後ともよろしくお願いします。 
 
会長   長時間にわたるご審議ありがとうございました。子どもの健全育成に対して非 

行防止を中心に行ってきましたが、読書についても非常に大事な部分であるので、 
小さい頃から読書に親しんでもらい心の勉強をしていただきたく思います。 
今後も、伊賀市の子どものために皆さんで協力し、平成 23 年度計画も是非達成

したいと思います。 
これで第１回の委員会を終了します。 


