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平成 26年８月 27日（木） 

平成 26年度 第１回 伊賀市子ども健全育成施策検討委員会 会議録 

 

１．開会あいさつ －番條会長－ 

２．協議事項 

 

（１）第二次 伊賀市子ども読書活動推進計画平成２６年度計画について 

 －事務局より平成 26 年度計画（活動単位毎）の説明－ 

活動単位①家庭について 

委員：全体を通して、平成 26 年度の目標値が、平成 25 年度の実施内容と同じか、もし

くは下がっているのが、かなり目立っている。限られた予算内でこれだけたくさ

んの目標を立てているので、今年度はこちらに力を入れるからその代わり他のこ

の部分は力を抜きますよというきちんとした理由があれば分かるのだが、理由が

はっきりせずに下方修正されているのが特に気になる。 

   例えば、図書館の読み聞かせの実施回数が減っているのはなぜか。また、お話し

会をボランティアにお任せしているように読み取れる。他の自治体では、ボラン

ティアにほとんど任せていることで、ボランティアから不満が出てきて、職員と

ボランティアとの関係がギスギスしだしていると聞いている。職員がどれくらい

関わっているかが重要で、お話し会の時には、職員が後ろで一緒に聴いて、こど

も達の反応、何人くらいきたか、読んだ本を記録するなどして、徐々に職員自分

達が実施するようにしていくべきである。それによって、親からどういった本が

いいかと相談を受けた時、自分の体験としてこういう本がいいですよと自信をも

って答えることができるし、最近の傾向もわかる。26 年度実施結果では、お話し

会の実施回数だけではなくて、ボランティアが何回・職員が何回したかという内

訳を報告していただきたい。 

   あと、保護者向けの啓発が少し薄いように感じる。家庭で読書を定着させるため

には、保護者に読書の大切さを感じとってもらうことが重要である。お話し会に

参加した方で、「お話会で聴いたから、もういいよね」で終わってしまい、自分で

読んであげないといけないという認識がない、若いお母さんが多いと聞いている。

赤ちゃんや小さい子ども向けのお話し会の際には、おうちに帰ってからも同じよ

うに自分でも読んであげてくださいと保護者に啓発していただきたい。 

   また、図書館だけではなく他との連携が必要である。ブックスタートの時に、図

書館としてどのように関わっているのかが気になる。家庭で本を自分で買うのは

難しいと思う。身近に本を手に取れる所で、一番大事なのは図書館になってくる。

ブックスタートで図書館の赤ちゃん向けの本リストと「図書館ではこんなことを

していますよ」と PR した冊子を作って配るだけでも、今まで図書館を使ったこと
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のない方については、新しい情報提供になると思う。他の部署との連携を 26 年度

に反映していただきたい。 

事務局：読み聞かせの図書館職員の関わりだが、上野図書館では、第２，４土曜は図書

館主催で読み聞かせを行っている。あと、２つのボランティア団体が主体的に図

書館で行っていただいている。ボランティア団体の活動を一覧表にして、保育所・

学校へわたして、ボランティアを活用してもらっている状況である。 

   ボランティア任せになっていないかというご指摘については、上野図書館では、

何を読んでくれたか、また反応について、記録してボランティア団体へ返してい

る。また、ボランティア団体の意見を聞く機会を年１回設けている。図書館主催

で読み聞かせ会は、館長も勤務の時は、入っている。 

   保護者の方へどんなものを読んだらいいかとの相談についてだが、月１回赤ちゃ

んタイムを実施している。これは、赤ちゃんタイムの時間に音楽を流して、赤ち

ゃん連れの方にご配慮いただくよう放送をして、お母さんも気兼ねなく図書館を

利用できるようにしている。その中で「おひざでだっこのおはなし会」を開催し、

赤ちゃんの時から絵本を楽しんでもらえることを知ってもらうために、ボランテ

ィアにご協力いただきながら、チラシを配ったり、相談にのったりしている。 

ブックスタートについては、赤ちゃん訪問の際に健康推進課の保健師から読み聞

かせの大切さを伝えてもらっており、上野図書館の行事予定が分かるおはなしカ

レンダーも配っている。 

 

事務局：平成 26 年度の目標値が低くなっているとの指摘だが、これは、25 年度に実施し

た「あかちゃんタイム」の集まりが悪かったので 26 年度は「あかちゃんタイム」

の分が少なくなっている。「おはなしタイム」については、前日職員が準備をして、

当日も職員が一緒に参加している。「おはなしタイム日記」も２ヶ月に１回作成し、

大山田の学校に配布して地域の皆さんに分かっていただけるようにしている。 

 

事務局：「おはなし会」へは常にボランティアと一緒に職員も参加している。目標値が低

くなっている点については、25 年度は最低月１回は開催しようということで実施

した実績が 22 回だった。今年度も月１回は開催しようと目標値を設定した。 

 

会長：保護者が自分で子どもに読んできかせるよう取り組んでいただいてるところがあ

ったら、お答えいただきたい。 

 

活動単位②地域について 

委員：上野図書館への指摘がほとんどで申し訳ないが、６ページのユニバーサルデザイ

ンの目標値が 100％というのが分かりにくい。29 年度に 100％になるよう毎年少
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しずつ上がっていくべきもので、毎年 100％の実績値は違和感がある。あと、26

年度の事業予定が図書館と各分館でバラバラな書き方で分かりにくい。上野図書

館は 26 年度事業予定が「検討します」で終わってしまっているが、実際に改善す

る予定があるのか。29 年度に向けて、この部分を検討して改善したというのを、

26 年度の実績の時に聞かせていただきたい。 

   ９ページのネットワークの仕組みづくりで、これも 26 年度の目標値が 100％という

目標の立て方に疑問を感じる。また、25 年度と 26 年度を比べると、していること

が同じで進んでいる感じがしない。 

11 ページの外国語を母語とする子どもへの対応ですが、こどもへの PR だけでは

なく、保護者も合わせてサービス展開が必要だ。保護者も子ども図書館を楽しめ

る環境が整っていますよと PR していく必要がある。 

   26 年度の事業予定で上野図書館が下方修正になっていて、上野図書館の「多文化

共生型図書館で夢をはぐくむ事業で取り組んだことの一部分でも継続します」と、

すごく弱気なのが気になった。何か理由があるのなら、教えてほしい。 

   分館についてだが、25 年度実績でいがまち分館は昨年 11 月から配送サービスを実

施したとなっているが、実績はどのくらいなのかが気になった。 

   この e ブッキングサービスは、案内するだけではなかなか利用には繋がりにくい。

児童書については、言語別のリストを県立図書館の担当者が作成していたと思う

ので、そういったものを利用して、県立図書館がどんな本を持っているかのリス

トを出すなどもするべきだ。 

   外国語を母語とする人が、日本語を勉強するのに絵本を使っている姿を見た。 

   親子で日本語と母語の両方でコミュニケーションがとれるようになることで、地

域に馴染んでいきやすくなると思うので、ぜひ保護者向けという視点を持ってい

ただきたい。雑誌も県立図書館には、各言語の貸し出しをしているので、一覧を

掲示するなど工夫していただきたい。 

   12 ページについて、25 年度と 26 年度を比べて、青山分館以外は聴覚障害者以外

に対するサービスが進んでいない感じがする。青山分館は、車いすの利用につい

て書いていただいているが、例えば車いすではカウンターに近づきにくいなど配

慮いただきたい。 

   また、点字図書館を利用する方はだいたい点字を利用するので、墨字の図書館に

は行かないといわれるが、調べ物の対応は図書館でないとなかなかできない。点

字図書館の弱い部分を補うサービスを点字図書館と連携して、上野図書館から発

信していくべきだ。点字図書館の利用者に向けて、図書館のサービスの案内を作

られているのかなと思う。 

   14 ページについて、上野図書館では、読書感想文コンクールを実施されているが、

全国読書感想文コンクールと同じ時期に同じものを実施しているので、苦慮され
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ているのかなと思う。今後の見通しを聞かせていただきたい。 

   16 ページについて、上野図書館では、25 年度に実施した情報交換会で読書ボラン

ティアから出た意見を 26 年度にどの程度反映させているのか教えてほしい。 

   19 ページについて、上野図書館の 26 年度事業予定について、小・中・高の読書活

動支援としてブックトークの実施を検討しますと書かれているが、25 年度・26 年

度とも活動支援に留まっているが、先に進むのにどのような予定をされているの

か聞かせていただきたい。 

  

会長：主に上野図書館のことが多かったが、答えていただきたい。 

 

事務局：まず、6 ページについて、100％の指標のとり方について、新図書館建設につい

て、25 年度から検討委員会を立ち上げて検討している。ただ、ユニバーサルデ

ザインについては、今の施設では、施設的な部分では今何ができるかという部

分では、ない、無理な状況である。 

    昨年「多文化共生型図書館で夢をはぐくむ事業」に取り組み、外国人にも利用

していただくよう取り組んだ。その時ご指摘いただいたことをふまえて、表示

やサインを変えた。具体的には、「返却」ではなく「かえすところ」に変えたり、

エレベーターの表示を絵にしたり取り組んでいるのが実情だ。 

    ９ページのネットワークの仕組みづくりで、これも 26 年度の目標値が 100％ 

という目標の立て方は良くないが、学校とのネットワークづくりに何か取り組

んでいるのかということだが、校園長会へ一度も行ったことがないというのは

まずいので、組織作りのために、まず校園長会や保育所園長会議に参加してい

る状況である。進んでいる図書館では、学校図書館とシステムを同じくして連

携している。先進的な取り組みを研究していくのも今の目標となっている。 

11 ページについて、「多文化共生型図書館で夢をはぐくむ事業」は「一部分でも

継続します」と、弱気な表現だが、昨年度 70 万円の事業で NPO 法人伝丸に協

力いただいて外国人を対象にツアー、アンケート、意見を聞く会議を開催した。

今年は予算はないが、継続していきたい気持ちはあるので、８月 23 日にポルト

ガル語・英語・日本語で「大きなかぶ」の読み聞かせ会を実施した。 

このような事業を冬にも実施したいと考えている。 

県立図書館の外国語の本のリストを活用するお話をいただいたので、まずは案

内することが重要なので活用していきたい。 

昨年は事業に取り組んだ時、200 冊位、住んでいる人のニーズに合うように、ポ

ルトガル語・スペイン語・中国語の本を寄贈いただいた。 

12 ページについて、障がいの方についてのサービスについて今年についても聴

覚障がい者だけの取り組みになっているが、上野図書館は通路が非常に狭く車
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いすが通りにくい状況だ。施設面では、仕方がないが、本と本の間を行き来す

るのは現実的に無理なので、新図書館では幅をきちんととっていかないとなと

考えている。 

14 ページについて、読書感想文コンクールを応募いただけない理由を学校へ問

い合わせた。夏休みには非常にたくさんの取り組みがあり、その学校では、子

どもが自由に取り組むことになっているため、参加賞があるものに子どもが取

り組むことが多い。そのため、昨年初めて、参加賞を出した。昨年から始めた

ことなので、今後の努力かなと感じている。 

16 ページについて、上野図書館で実施した情報交換会での読書ボランティアか

らの意見をどう生かしているかについては、ボランティアの方から読み応えの

ある読み聞かせ会をしたいという意見があり、それに応えて、小学生を対象に

したお話し会を企画した。ブックスタートについても、ボランティアから「以

前は本を入れる袋まで渡していたのに、さみしい」という意見があったので、

図書館も関わっていけるよう検討している。 

 

会長  ：ありがとうございました。分館はいかがか。 

 

事務局 ：図書館と分館は役割が別だと思う。分館は予算が限られているので建物の改修

工事などは無理である。昨年筆談ボードの設置をした。より障がい者の身にな

って本の配置をしていくなど、お金のかからない中でのことになる。 

     大山田の地域性で、外国人も多くないので、図書館や他の分館の本を紹介した

り、相談になったり、情報発信をしたりすることが分館の大事な仕事となる。 

            

事務局 ：いがまちの 25 年度 11 月から 26 年度３月までの配送サービスの実績だが、貸    

出冊数 328 冊、借受冊数 316 冊、合計 644 冊であった。外国語図書について、

県立図書館の e ブッキングサービスも図書館だよりに反映していきたい。 

 

会長  ：11 ページ、外国語を母語とする保護者にも利用しやすいということについて、

何かあるか。 

 

事務局 ：情報発信が大事ということで、伝丸に協力いただいてお話し会の件もインター

ネット等を通じて広報いただいた。連携が大事だと思っているので、外国の方

用の広報にも掲載していきたい。 

委員：  小・中・高の読書活動の支援についてだが、なかなか図書館の中ですることは

難しいと思う。小・中・高へ出向いてすることではないかなと思う。 
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事務局： 中校生向けに「ヤングアダルトコーナー」の棚を作った。興味を示しており、

貸し出しも増えていると司書から聞いている。大山田図書館には、中学校の近

くにあるということもあって、リクエストする本が大山田に多いので、ヤング

アダルト系については、配送システムの連携で大山田から上野への貸し出しが

多い。小・中・高へ出向いていってというのは現実的には無理なので、興味を

持ってもらえるよう中高生向けの冊子を図書館において PR している。 

 

活動単位③学校等について 

委員：  23 ページの 25 年度の実績報告時に、司書教諭の配置について、目標は達成とな

っているが、本当に機能しているのか、司書教諭の授業軽減措置はなされてい

るのか聞かせていただいた。26 年度の実績報告時に、再度聞かせていただくの

を期待している。 

また、具体的方策のところに、「子どもが行きたい学校図書館づくりのために」

とあるが、学校図書館法、教育基本法には、音楽室や理科室はなくとも図書館

はなくてはならないという設置義務がある。学校での図書館の位置が軽く扱わ

れていると感じる。行きたいか行きたくないかにかかわらず、図書館を活用し

た学校づくりに取り組んでいくことを強く願っている。 

 

会長：  図書館を中心とした学校づくりというご意見だったと思うが、何か教育現場か

ら答えていただきたい。 

 

事務局： 今おっしゃていただいたように、本年度どういう取組みであったかをしっかり

学校へ確認していきたい。ただ、これまでも話させていただいている通り、小

中学校の場合 12学級以上は司書教諭は必置で、それ以外については任意の中だ。

何校かの学校については、11 学級以下でも司書教諭にあてるという形で上がっ

てくれば、市教委が発令する。司書教諭だから特に時間数に軽減があるという

ことは、書類をみてもない状態だ。取組内容については、実績報告させていた

だきたい。 

 

委員：  小学校では、司書教諭はいるが、担任を持っていたりして軽減はとれない状況

だ。ボランティアさんが図書館の飾りつけなど、本来司書教諭のすべき仕事を

やってもらって助けてもらっている状態だ。司書教諭がうまく機能するような

配置をしていただきたい。 

 

会長：  現在 12 学級以上の学校には司書教諭がおかれているということか。 
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事務局： はい。 

 

会長：  11 学級以下の学校でもおかれているところはあるか。 

 

事務局： 市教委が発令している学校は８校ある。 

 

事務局： 目標で 21 と挙げているのは、11 学級以下で司書教諭の資格をもっている教諭が

いる学校を目標に挙げています。逆に言えば、数校には司書教諭を持っている

教諭がいないということだ。司書教諭の資格を持てる講習会への参加を促して

いる。 

 

委員：  11 学級で免許状を持っている教諭が 25 年度と 26 年度で同じ 21 校のままなの

はなぜか。免許状を持っている職員が増えていないということか。それとも、

いない学校に人事異動で教諭が配置されなかったから、免許状を持っていない

ということか。 

 

事務局： 小規模な学校であるとか人事異動のいろんな考慮の中で増やせていないのが現

状だ。 

 

委員：  軽減措置がないのに講習は受講しろと言われても仕事が増えるだけであればな

かなか受講したいとは思えない。それから、先程、司書教諭が図書館の飾りつ

け云々といわれていたが、司書と司書教諭には棲み分けがある。司書教諭はあ

くまでも教諭として図書館を授業利用する繋ぎ目としての存在であり、授業の

中でどういう風に取り組んでいくか学年の先生とともに授業を組んで行く役割。

それを司書はサポートする。司書と司書教諭がいてこそ学校図書館がうまく動

く。指導要領が改定されてどんどん学校図書館を活用しなさいとなってきてい

るが、全然進んでいないのが、かなり問題である。文科省は教員の増加を計画

しているので、その増加分で学校図書館も機能するように働きかけていただき

たい。 

 

会長：  他に何か意見はあるか。 

 

事務局： 本日委員からいただいた意見をふまえて今年度の計画を修正する場合は、９月

２日までに生涯学習課へお願いしたい。 

 

教育次長： 閉会の挨拶 


