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平成 26年３月７日（金） 

平成 25年度 第２回 伊賀市子ども健全育成施策検討委員会 会議録 

 

１．伊賀市子ども健全育成施策検討委員会委員委嘱状交付 

２．開会あいさつ 

－勝本委員長－ 

３．伊賀市子ども健全育成施策検討委員会 会長・副会長選任 

  会長  番條委員 

  副会長 上出委員 

４．伊賀市子ども健全育成施策検討委員会 会長あいさつ 

  －番條会長－ 

５．協議事項 

（１）第二次 伊賀市子ども読書活動推進計画平成２５年度事業実績について 

 －事務局より平成２５年度事業実績 （活動単位毎）の説明－ 

委員： 指標の出し方が全体的に分かりにくい。本年度については変更は難しいかもし

れないが、次年度に向けて指標の出し方を工夫いただきたい。 

例えば、１ｐの一番上のこども家庭課の実施内容で読み聞かせを実施した結果、

どれくらいの効果があったのかを実施内容に書いていただけると分かりやすい。 

    ２ｐの一番上のこども家庭課の実施内容について、１ｐと比べて内容が詳しく

書かれていない。絵本を設置したとあるが、何冊設置して、新しい本も設置され

ていたのか気になる。また、それに対してどのような反応があったのか教えて欲

しい。 

    ２ｐの上から２つ目の健康推進課について、外国籍家庭にも予算の都合上、外

国語の本がなかなか配布できないということだが、例えば、国内の本でもアルフ

ァベットと日本語の併記の本もあるし、文字が読めなくても十分楽しめる本はた

くさんある。せっかくなのでＰＲしていただきたい。 

    １ｐ、２ｐと全体的にお話会を開催したとあるが、再掲している事業も多いの

で、他課と連携している部分と単独でしている部分とを分けて記入いただくと読

み手にとって分かりやすい。 

    各公民館の実施内容の書き方にバラつきがあるのが気になる。全体的に青山公

民館が詳しく報告いただいており、他の公民館に比べて、特に青山公民館が力を

入れて取り組まれているのかとこれを見ると思うが、もしかすると他の公民館も

同じように実施したが、記載されていないだけではと気になった。できれば、表

記をなるべく統一し、他の所が出来ていなかったのか、出来ているが書かなかっ

たのか、見て分かるような形にしていただきたい。せっかく実施したのに書かな  
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かったというのは勿体ないし、このような場において、公民館の細やかな取り組

みを知っていただく機会と捉え、ＰＲしていただきたい。 

    ３ｐの一番上の市民生活課の実施内容「子どもの読書機会の提供の必要性をポ 

ルトガル語、スペイン語、中国語、英語の多言語で情報提供した」について、実 

績１回に対してどのような反応があったのか気になる。また、フィードバックの 

取り方はどのようにされているのか、このあたりも実施内容に記入いただきたい。 

事務局：  実施内容について分かりやすいように修正する。特に公民館についても、再

度確認し記入する。 

また、こども家庭課にも確認をとり修正する。 

今後可能な範囲で各担当課において修正し、お配りさせていただく。 

事務局： ２ｐの上から２つ目の健康推進課の外国籍家庭には、アルファベットと日本

語の併記の絵本は参考にさせていただく。できるだけ子どもが興味を持ちやす

いような絵本を選んで配布している。 

事務局:  ３ｐの一番上の市民生活課の実施内容について、現在は、こちらから読書の

大切さを一方的に周知しているだけで、反応は分からない。次年度はその点を

配慮して取り組んでいきたい。 

委員：  ５ｐの上から５つ目の青山公民館図書室の「予算の都合と配送サービス充実

によるリクエストの減」により目標が達成できず、評価２ということだが、予

算の都合という表現が気になる。予算が減ったのか、１冊あたりの単価が高い

本を揃えた結果、予算が足りなかったのかで意味が変わってくる。予算が減っ

た場合は、是非とも増やしていただくよう努力いただきたい。 

また、配送サービスの充実によってリクエストが減ったということで直接、

サービスができなかったのは残念ではあるが、別の方法で利用者が、図書資料

を手に入れることができているのであれば、参考に、配送サービスの利用が何

件あったかを記入いただけると、本当に利用が減っているのか、選択肢が増え

て、より利用が活発になっているのかが分かりやすい。 

もし、この中でどちらの方法でも対応できなかった図書室があれば、そちら

の方が問題である。対応できた件数だけではなく、図書資料を提供できなかっ

た件数も記入いただきたい。これは青山公民館図書室に限らず、全ての図書館・

図書室に関わることなので、今後よろしくお願いしたい。 

     ６ｐの図書館情報システムの統合によって、今まで各公民館図書室が所蔵し

てる本を取り寄せてもらえるようになったのですごく便利になったとの声を聞

いている。しかし、図書館情報システムが統合してできるようなったという所

まで知らない方もいるので、せっかく便利になったのだから、どんどんピーア

ールをしていただきたい。本校の生徒もたくさん図書資料を使わせていただい

ている。上野図書館に無くても、公民館図書室にはあるようだから取り寄せて
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もらうよう伝えると、その制度を知らない生徒がたくさんいたので、是非周知

いただきたい。 

     ７ｐの下から４つ目の島ケ原公民館図書室について、計画の段階では運営形

態が違うので、本を新しく買えないという課題が出ていた。この項目では、他

の公民館図書室では図書の購入リクエスト受付の事を書いているが、島ケ原公

民館図書室では、本の購入ができないということで、購入リクエストは出せな

かったと思う。しかし、システムが統合され、条例が改正され、分館の組織改

善ができたと挙げている。島ケ原公民館図書室では、独自で購入できないかも

しれないが、図書の購入リクエストの受付はできるし、受け付けた購入リクエ

ストを上野図書館の方で対応して購入し提供することは可能だと思う。是非、

島ケ原公民館図書室でも図書の購入リクエストの受付をしていただきたい。 

     ９ｐの指標が達成率の項目について、実施内容と照らし合わせてみて分かり

づらい。目標値 100％に対して実績値が 100％とあるが、具体的にどういうふ

うな形になったら 100％なのか、それに対して実績値 100％をどう判断して付

けたのかが分かりづらい。この部分を回数であるとか、内容であるとか具体的

に出した方が指標として分かりやすい。 

     ９ｐの一番上の上野図書館の「団体貸出の登録団体数を増やした」で目標値

12校に対して、実績値15校だが、実際どれくらい利用があったのか気になる。 

実際、登録をして利用してみると、高校だけなのかもしれないが、又貸しはで

きない、図書館の中だけで使うだけで生徒に貸出できないと言われ、高校では

利用が難しいなと感じた。団体貸出とは別に相互貸借があり、そちらであれば 

    良いとのことで、２つのルールがあるのがややこしい。小・中学校の場合は 

    管理できる人がなかなかいないので、仕方ないかもしれないが、高校の場合は 

    司書がいるので、又貸し制度を追加で入れていただきたい。実際、高校で本を

利用する場合、調べ学習で利用し、もう少し詳しく知りたい、読みたいという

ことで家に持ち帰って読むことが多い。それができないというのは残念。是非 

    検討いただきたい。 

     10ｐの上から７つ目の上野図書館「外国語図書の寄贈を広報誌などで呼びか

け 200冊の外国語の児童図書の寄贈を受けた」ことは、大変喜ばしいことであ

る。ここで、雑誌や新聞について書かれておらず、海外雑誌や新聞の購読をさ

れているのかが気になる。雑誌新聞コーナーを拝見した限りでは、見つからな

かった。外国籍の方も、本だけではなく、雑誌や新聞の新しい情報が欲しい人

は多くいるはずなので、是非、充実していただきたい。親子で図書館を利用す

る際に、子どもが絵本を見ている間、親が図書館で寛げる場所として、雑誌や

新聞があると一緒に図書館に行きやすくなる。分かりやすい場所に設置いただ

くなど工夫をしていただきたい。 
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     11ｐの下段で上野図書館、各公民館図書室で「筆談ボードの設置や相談窓口

の明示をした」と挙げている。設置をしたということで達成率 100％としてい

るが、実際に利用があったのか。年に何回も利用があるものではないと思うが、 

     利用がないとつい忘れがちで、物をその傍に置いてしまったりするので、定期

的に職員間の周知徹底をしていただきたい。 

      12ｐの上段で「上野点字図書館の利用方法など情報提供をした」とあるが、

どのような形で情報提供されたのか具体的に書かれていないので教えていただ

きたい。 

      12ｐの上から７つ目の上野図書館で「ストーリーテリングを広めるため、実

演会や講習会を実施した」とあり、指標が達成率で 100％となっている。これ

も 100％のイメージがわかず分かりにくい。他の所は回数だが、これだけ達成

率にしたのはなぜか。 

      13ｐの上から７つ目の上野図書館「外国語図書の寄贈を受け入れた」の指標

が達成率で 100％となっているのも同様。どのような形が 100％なのか教えて

いただきたい。 

      15ｐの下段で、上野図書館、各公民館図書室の指標が達成率で 100％も同様。

島ケ原公民館図書室は目標値 20％に対し、５年後の目標値が 100％というこ

とで徐々に数値を上げていくという意味で分かるが、他の図書館、公民館図書

室は目標値 100％に対し実績値 100％で、ここだけ差があり気になる。 

      16ｐも同じく指標が達成率で 100％のイメージが分かりにくい。このあたり

の説明をお願いしたい。 

事務局：  ５ｐの青山公民館図書室では、毎年、市民の方から寄付があるが、当初の計

画数より少なかったこともあろうかと思う。確認をとらせていただく。 

      図書館情報のシステムのピーアールについて、３月 16日に島ケ原公民館図書

室で、市民の方を対象としたシステム端末の説明会を予定している。 

      ７ｐの島ケ原公民館図書室のリクエストの受付では今後、検討もいただくが、 

     11月からのシステム稼働により他館からの貸出も行っている。今後、上野図書

館と連携を図りながら進めていく。 

      上野図書館、各公民館図書室の指標の達成率の表記について、今後検討して

いく。 

事務局：  ６ｐの図書館情報システムについて、システム統合をして利用しやすくなっ

たことをもっとＰＲしていく。 

      ９ｐの団体貸出について、上野図書館でリストアップして提供するなどの工

夫も必要と感じている。又貸しについて検討していく。 

      10ｐの外国語図書について、外国籍の方の広報誌へ寄贈の呼びかけを行い、 

    寄贈いただいた。外国籍の方へ図書館ツアーを実施した。親子で参加いただき、 
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   図書館の利用方法、図書カードの登録方法を説明した。 

また、外国籍の方へ読み聞かせを行った。この事業は継続して実施していきたい。 

外国語の新聞、雑誌は予算的に厳しい状況もあり購入していない。ただ、日本で 

長く住んでいる外国籍の方は、子ども新聞であれば、平仮名がふってあるので読み

やすいとの声をいただいたので、子ども新聞を購入した。 

 11ｐの「筆談ボードの設置や相談窓口の明示をした」100％達成したと書いてあ 

るが、現実の利用はなかなか無い。職員間での周知徹底のため、今年度は表示用紙

を新しくした。 

 12ｐの「上野点字図書館の利用方法など情報提供した」については、情報提供と

いっても、主に場所がどこにあるかの問い合わせに対してお答えすることが多く、

踏み込んだ内容についての情報提供ではない。 

 ストーリーテリングの達成率 100％のイメージについては、今年で２年継続して

実施して講座を開催し、手法等について勉強した。指標については、回数で表記し

た方が分かりやすいため修正する。 

 13ｐの「外国語児童図書の寄贈を受け入れ、また、廃棄図書等を市民へ提供し、

資料の有効活用を行った」に対し、達成率 100％ということであるが、今年度は大

量の廃棄雑誌を提供できたということで 100％としている。この指標についても、

今後検討する。 

 15ｐの「職場体験や社会見学等の受け入れ」に対して、達成率で表記したのは、 

申し込み数に対する受入数のためである。全部受け入れたいと思っているが、図書

整理等で閉館している事もあり、職場体験は 5 件に対し４件、社会見学は５件受け

入れを行い、達成率 95％としている。 

 16ｐの指標の達成率 100％についても、検討したい。内容としては、読書離れが

進む高校生にも興味を持ってもらうよう伊賀や三重県が舞台の作品や三重県ゆかり

の作家と作品のリストを作った。 

事務局： 実施内容には書いていないが、いがまち公民館図書室で受け入れた職場体験で、 

    職場体験をした生徒が、図書室のチラシを作り学校で紹介をした事があったとの

報告を受けている。 

委員：  20ｐの下から４つ目の学校教育課「朝の 10 分間読書」について、１校が実施

できなかったとあるが、その理由を教えていただきたい。 

     20ｐの下から２つ目の学校教育課の「中学校の図書館での職場体験」について、

校区に図書館がなく実施できなかったとあるが、これは新図書館がどこにできて

も、校区に図書館が無い状態は変わらないと思うので、何らかの対策を講じてほ

しい。 

事務局： １校が実施できなかった理由については、朝以外の機会で読書を行っている 

ため。朝から落ち着いて読書活動を実施できるよう指導していきたい。 
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 職場体験について、移動手段が確保されないため実施できないので、その課題

も克服できるよう努めていきたい。 

委員：  「司書教諭を 11学級以下の学校へ配置する」について、実際、目標として達成

はしているが、本当に機能している学校というのは、何校くらいあるのか、とて

も疑問に思う。 

     「朝の 10分間読書」の時間を毎週なり、隔週なりもって実施しているという報

告で、数値的には達成しているように思うが、実際、保護者として感じることは、

その時間に本を持って行かない子どももいるし、その時間を宿題に充てたりと、

この実施しているという結果がどこまで本当の数値なのかということにも疑問を

感じる。 

     「職場体験」についても、実際、職場体験をしに来る子どもは、本に興味があ

る子どもであり、中学校で実施しているといっても、その中学校の中でもごく数

名の生徒だけである。図書館離れをする中学生を対象とした行事を、中学校と図

書館、図書室が連携して実施いただき、少しでも中学生が利用する機会を作って

ほしい。 

     自身もボランティアをしているが、ボランティアがどの程度の活動をしている

のか、読み聞かせであるならば低学年を対象としているとか、全校生徒を対象と

してとか、もしくは図書館内で貸出の手伝いをしているなど、そのあたりの具体

的な事が見えないので、もう少し詳しく知りたい。 

     蔵書数について、実際に図書室に行かせてもらうようになってから、市町村の

名前がまだ古いままの図書資料であったり、資料として古くなってしまった物も

蔵書数の一冊として数えられている場合がある。目標を達成するための冊数とし

てカウントされてはいるものの、実際、その資料が身になる物かどうか非常に疑

問に思う。 

事務局： 読み聞かせボランティアの活動内容について、様々な形態がある。朝、学校へ

読み聞かせに行ったり、図書資料の配架の手伝いをしたりと、これは非常に少な

いと聞いている。市内の読み聞かせボランティア間の連携を図る機会を図書館で

設けているので、今後も支援していきたい。 

     中学生を対象にした行事ではないが、高校生を対象にしたビブリオバトル（書

評合戦）などの行事等実施できるよう今後、検討していきたい。 

事務局： 司書教諭の配置について、数値は達成しているが、司書教諭が本当に機能して

いるかどうかについては、確認をし、より充実した取り組みができるよう考えて

いきたい。 

     朝の 10分間読書についても、実質的に読書活動に取り組んでいるか確認をし 

    取り組んでいきたい。 

     読み聞かせボランティアの具体的な活動として、読み聞かせをしていただいた
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り、図書資料の配架の手伝いをしていただいている。 

   職場体験については、図書館離れをしている中学生をどうしていくのかという問題 

   に対して、学校と協議し対応していく。 

事務局： 学校と図書館の連携について、上野図書館ではナイトライブラリーといって、

夜、図書館を開けて読み聞かせや、中学生以上を対象とした朗読会を行っている。 

    子どもを対象とした行事については、チラシを配布した。 

読み聞かせについても、年度当初に開催日を載せたチラシを保育所（園）、幼稚

園へ配布した。毎月分の読み聞かせのカレンダーを作成し、子育て支援センター

や、赤ちゃんの検診時に配布している。 

読み聞かせボランティアについては、年に１度、情報交換会を行っている。 

    学校で活動するグループや保育所（園）で活動するグループを一覧表にして配布

している。ボランティア同士が情報交換することで連携を図りたいと考えている。 

委員：  20ｐの一番上、「新学校図書館図書整備５か年計画を活用して図書資料の整備を 

    進めて」いただいているが、これは全ての予算を図書費として使用されているの

か、なかなか図書費に回らないということをよく聞くので、伊賀市ではどうなの

かお伺いしたい。この５か年計画については、図書費だけではなく、新聞を購読

するための費用、学校司書を配置するための費用もある。図書費だけでなく、こ

の２つについても活用できているのか。 

     上から３つ目の司書教諭の配置の拡充についても、計画の段階で分掌として配

置いただきたいという要望が出ていたと思うが、その後どういった動きになって

いるのか。司書教諭の授業軽減はなされているのか、改めて確認いただきたい。 

     職場体験についても、中学校の校区内に、移動できる範囲内に図書館がないと

いうことで、５校しか実施できなかったということだが、実習の時だけの移動手

段を考えるという以前に、日常的に図書館を使える環境にないということで、こ

の方が問題である。子どもたちが自分の足で気軽に行けるところに図書館がない

というこの現状をもっと改善いただきたい。週に何日だけ、何時間だけ開館する 

    という図書館の運営形態をとっている他の自治体もある。図書館を気軽に使える

環境整備を考えていただきたい。費用と時間がかかる課題であるが、決して忘れ

ずに少しずつでも進めていただきたい。 

事務局： 図書館を気軽に使える環境整備については、新図書館計画でも話し合いがなさ

れている所である。 

事務局： 日常的に図書館が使えないということは、物理的な面で改善できない部分も多

いが、公民館図書室を図書館の分館と位置づけ、システムもつなげて、各々の図

書室は小さいが、その後ろに上野図書館があるので、その使い方をしてほしい。 

     司書は上野図書館のみだが、レファレンスサービスも電話応対でしっかり対応

していく。 
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現在、図書館を利用いただいている小学生までの方には、家族と一緒に来られ

る場合がほとんどで、土日曜日に自家用車で来られる方が多い。中・高校生にな

ると、学習目的で来館される場合が多く、上野管内だけではなく、遠方の高校生

も利用していただいいている。新図書館の基本計画を策定している中で、便利な

ところで皆が利用しやすいところで新しい図書館をと考えている。 

事務局： 学校図書館図書標準の達成のための交付金が適切に活用されているかについて

は、55％活用されている。過去に比べて上がっており、毎年、数値的に少しずつ

上げる努力をしている。学校に関しては、色々な方から様々な要望があり、毎年

予算が増えているか確認をしながら続けている状況である。 

また、人の手立てにしても、支援を求めるサポーターをもっと増やすようなど、

様々な要望がある。その中でバランスを考えながら実施している。学校現場にお

いても、重要性を考えつつ配分をしている。 

     良い例として、この子ども読書活動推進計画ができ、各学校で、学校マニフェ

ストを作成いただいている。学校巡回した折に、朝の 10分間読書などは当初は取

り組んでいる学校は無かったが、だんだん増えてきて今では当然のように取り組

んでいただいている。そういうことからではあるが、この計画の検証をする中で、

予算的措置と、それから、実際に取り組んでいくこと、先ほどのキャリア教育の

中での図書の実例と、確実に増えてきていると実感している。本日、いただいた

ご意見を大事にし、決して後退することなく前に進み伸ばしていけるよう取り組

んでいきたい。 

６．その他 

 －事務局より【今後の流れ】の説明－ 


