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平成２３年度第２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２４年３月２７日（火）１４時~ 
 
◆開催場所：伊賀市役所北庁舎第２１会議室 
 
◆出席委員：１１名（佐々木委員、番條委員、上山委員、伊村委員、奥谷委員、中島委員

宮田委員、田村委員、櫻本委員、水井委員、小川委員） 
 
◆欠席委員： ２名（谷委員、朝長委員） 
 
◆事 務 局：前田教育委員会事務局長、藤山企画課長、富岡市民生活課長 

清水障がい福祉課長、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      定刻となりましたので、ただいまより、平成 23 年度第２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。 

 本日は、伊賀市子ども読書活動推進計画平成 23年度事業実績について、 
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。 
 初めに会長にご挨拶いただきます。 
 

会長       皆様方にはお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。事前に

見せていただいた資料によると、自課評価の多くがＡ評価となっており、 
努力いただいたものと感じています。これから審議いただくが、どうぞ

よろしくお願いします。 
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事務局      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ます。よろしくお願いします。 
 
会長       それでは、事項書に従いまして、23 年度事業実績の１．家庭・地域に

ついての説明をお願いします。 
 
事務局      －説明（１．家庭・地域）－ 
 
委員       ブックスタートについてですが、どのようなグループの方が実施され

ているのですか。 
 
事務局      ブックスタートは当初１歳６ヶ月児の健診時の時間を利用してブック

スタートの大切さを説明していましたが、現在はこんにちは赤ちゃん訪

問事業という生後４ヶ月までの新生児のご家庭を訪問した際に、保健師、

助産師が絵本を持っていき読み聞かせの大切さを教えていますので、事

業の形態が少し変わりました。 
 
委員       ２頁市民生活課の外国語版情報紙の発行部数で 2,060 部という数字は

どのようにして出てきたのですか。 
 
事務局      外国人向けの情報を毎月１回発行していまして、主に市民センター、

市役所の外国人登録窓口、市民生活課、小中学校等に配布しています。 
         他には、外国人の方が勤めている企業にも協力いただき配布をしてい

ます。又自治会で外国人の方が住まれている地域につきましては、要望

がありましたらお配りしています。 
 
委員       学校や企業は別にして、窓口に置いてあり必要であれば自由にお持ち

帰りくださいということですか。 
 
事務局      市民生活課では外国人登録に来ていただいた方にはできるだけ手渡し

していますが、すでに持っているという方や要らないという方にはお配

りしていません。 
 
委員       ３頁上野図書館のおはなしボランティアと連携し読み聞かせ会を開催

したとあります。目標 11 回に対し 10 回しか実施できなかったのでＢ評

価となっているが、これは回数が少なかったためＢ評価なのか、それと
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も参加人数が少なく内容が良くなかったのでＢ評価なのかが分かりませ

んので、このＢ評価の意味についてお聞きします。 
 
事務局      指標が回数ですので、目標に達しなかったためＢ評価となっています。

他の指標との整合性がありますのでＢ評価にしましたが、台風の影響に

よりますので内容としては実質Ａ評価に相当します。 
 
委員       確かに台風の影響で回数が減りましたが、参加人数は毎回少ない。ボ

ランティアのメンバーとして実施している者として実際はＢ評価にも該

当しないと思っています。他の課にも通じると思うが回数はこなしてい

るが、中身はどういったものであったかという部分が見えにくい。よも

よもも回数としては 10回実施したが参加人数は一組といったときもあり

ました。関わっているものとして参加人数を増やさなければいけないと

いうことはいつも考えており課題であります。 
         子ども読書活動の推進ということですが、自己満足に終わらない推進

の中身が見える指標の設定を行わないといけないと思います。 
 
事務局      指標についての意見は多くいただいています。現在はＣＤ評価の理由

を記載する欄を設けていますが、ＡＢ評価においても中身はいろいろあ

ると思いますので、再検討する中で備考欄の活用やＡＢ評価についても

理由を記載する欄を設けるなどわかりやすい形で確認いただけるよう考

えたいと思います。 
 
委員       １頁ブックスタートの 23 年度目標がなぜ 100%ではないのか。また、 

今年度の目標値がすでに 24 年度目標値を上回っているがどうするのか。 
事業内容として読み聞かせを行うとあるが、いろいろなことを考慮して 
この様な数値設定になっているのかお聞きしたいと思います。 

 
事務局      23 年度の実績が 93.3％になっていますが、本来であれば 100％回らな

ければならないのですが、いろいろな事情で訪問を拒否されることなど

があり 93.3％にとどまっています。 
         今までは 1 歳 6 ヶ月児の健診時に読み聞かせを行い、絵本をお渡しし

て情操教育の大切さを伝えていましたが、健診時に読み聞かせを行うよ

りも個々の個別の相談に時間をさいてしまい、健診後すぐにお帰りにな

るなど読み聞かせの場に人が集まらなくなりました。そういった中で一

番確実にお伝えできるのは生後４ヶ月のこんにちは赤ちゃん訪問時であ
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ろうということで、説明なりをより多くの方にお伝えするために趣旨か

らは少し外れるかもしれませんが移行しました。 
24 年度目標値をすでに超えていることに関しては、連絡がつかない場

合や拒否される場合も想定した数値を設定しました。又外国人の方を訪

問する場合に通訳の方に同行していただくことで訪問率も上がってきて

います。 
 
委員       初めの質問はなぜ目標が 100 ではないのかということをお聞きしまし

た。又改善していきたいと言われたので、24 年度まではこのままで進め

ていき、それ以降に改善されるということですか。 
 
事務局      まず 97％に設定したのはどうしても連絡がつかないなどの場合も有り

ますし、事前のアンケートで訪問を拒否されることがありましたので、

97％に設定しました。 
         今後の改善につきましては、保健師等と相談して考えていきたいと思

います。この訪問事業が継続されることになるかもしれませんが、ブッ

クスタート事業を有意義なものにしていきたいと思います。 
 
委員       24 年度以降改善していくということですが、いなべ市が地域と連携し     

実施されているので参考にしていただきたいと思います。 
 
会長       他にないようですので、２．保育所(園)・幼稚園について事務局から説

明をお願いします。 
 
事務局     －説明（２．保育所(園)・幼稚園）－ 
 
会長       ご意見等何も無いようなので、３．学校について事務局から説明をお

願いします。 
 
事務局     －説明（３．学校）－ 
 
委員       ７頁下から４段目 36 校中 28 校で行われたとあるが、目標実績とも 28

で、もともと 28 校しか設定されていないが、残りの 8 校はどのようにな

っていますか。 
 
事務局      目標設定として前年度実績を上回れるように 28 校と設定しましたが、 
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36 校を目指していきたいと思いますので、24 年度目標値については検討

します。 
 
委員       ７頁希望図書の調査と購入で、４校は教師が子どもたちに読ませたい 

本を購入したということで自課評価がＢになっています。図書の購入で

子どもの希望を全部実現することが良いとは限らないと思います。教師

が子どもに読ませたい本を購入するなどの指導は入っても良いと思いま

す。このＢ評価にはそのような教育的配慮が含まれているのか分からな

いので少し首を傾げたくなります。子どもたちの希望図書だけを買えば

とんでもないことになるか知れませんし、そのあたりのことをどのよう

に考えているのかお聞かせください。 
         同頁上から４段目図書標準の達成についてです。図書標準に達してい

ない学校が多々あるみたいですが、Ｃ評価の理由としては、なぜ達して

いないのか、又課題は何かを説明してください。 
         子どもが行きたい学校図書館づくりと図書業務に携わる職員の充実は

関連してくると思います。高校には司書がいますが小中学校には司書が

いません。目標として司書教諭の配置となっていますが、司書の配置を

目標にしていただきたい。第二次計画でもぶれずに司書の配置を目標に

していただきたいと思います。司書教諭では司書以外の仕事もあり、司

書業務に専念できず、子どもが行きたい学校図書館づくりなど現実問題

として無理だと思います。 
         23 年度は３名の学校図書館司書が雇用されています。３名の方は司書

の資格はなかったようですが、高校の司書から指導を受け学校を巡回し

ていただいたということですが、一人につき何校回られたのか、また当

事業は今年度限りのものなのかお聞きします。 
 
事務局      １点目の希望図書については、子どもの希望ばかりではなく、子ども

の希望と指導教育的な面から購入しています。子どもに興味関心を持た

せるという意味からも、このような形で指標を挙げています。そういっ

た意味で子どもに問うていない学校が４校ありましたのでＢ評価になり

ました。 
         ２点目については、学校には計画的に購入しているか問うた時に標準

数と整備数の差があり、それを計画的に埋めようとしているがなかなか

できていない状況があります。方策としては地域に呼びかけて寄付いた

だくなど予算以外でも補充して早急に達成できるようにしていきたいと

考えていますが、差が大きいことが原因だと思っています。 
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         ３点目司書の配置については、現状としては司書教諭を配置していま

す。12 学級以上の学校には配置しなければならないので配置しています

が、11 学級以下の学校において、できるだけ司書教諭を配置できるよう

にしていきたいのが現状です。 
         最後に３名の方に巡回していただいた事業については、一定の成果を

挙げていただきました。この事業につきましては緊急雇用の事業を活用

しましたので、この３名の方々はこの１年限りとなります。来年度この

事業についてはなくなりますので、巡回は出来ません。出来るだけ事業

を探してこの様な事業が行えるようにしていきたいとは思っていますが、

緊急雇用に関して来年度はありません。校数についてはいま確かな数字

がありませんので、今お答えすることは出来ません。 
 
委員       今資料がないので分からないと言われたが、3 名の方に毎週１回来てい

ただき、それが大変良かったとの話を聞きました。単純計算するとひと

りあたり５校ほど回り合計で１５校しか回っていないことになります。

そういったことももう少し詳しく聞かせていただきたいと思います。 
         司書教諭を配置したこと以上に、この３名の方が学校現場で役立って

いるということを考え、人の配置が図書館環境を良くするので、今年度

で終わりと言わずに続けていただきたいと思いました。 
 
事務局      図書館経営に人を配置して大変活躍されたと思っています。こういっ

た事業が今後もあれば探していきたいと考えています。しかしながらこ

の事業に関しては今年度限りになります。今言われた図書館経営であっ

たり、子どもたちが図書館に来た今年の実績を学校にも還流して、活か

していくよう努力します。 
 
会長       他にありませんか。それでは事務局の説明をお願いします。 
 
事務局      －説明（４．上野図書館・公民館図書室）－ 
 
委員       ９頁３段目島ヶ原公民館図書室の児童図書の充実ですが、23 年度の実

績値が０、評価はＤであるのに 24 年度目標が 200 になっています。あま

りにもかけ離れた数値になっているのでどういったことですか。 
 
事務局      島ヶ原公民館図書室では、昨年度から業務を住民自治協議会へ委託し

ました。予算の関係もありますが購入が停滞するという弊害が出ており、
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これについては次年度以降改善していきます。蔵書数の増加については、

島ヶ原公民館において対応が薄れてきているということで、住民自治協

議会にもお願いをしながら協議いただき、読み聞かせグループの育成支

援活動にも力を入れていただいています。一方備品の購入に関しては、

現在うまく進める手立てがないので、今後の課題として考えていきます。 
 
委員       自治協に委託をしたことで図書購入の落ち込みに拍車をかけたという

ことですが、委託前も図書をあまり購入していなかったように思います。

これは図書購入費も自治協の予算の中に入っているのですか。 
         それから 9 頁下から２段目のネットワーク構築ですが、他の図書館で

はかなり進んでいると思いますが、島ヶ原の現在の状況はどのようにな

っていますか。 
         私も含め島ヶ原の住民が公民館図書室をあまり利用していないので、

住民の意識が低いので発展していかないといった話をしています。多く

の人は上野図書館で借りている状況です。上野図書館まで出かけられな

い人たちがネットワークの構築によって島ヶ原で借りることが出来るよ

うになるのでしょうか。 
 
事務局      公民館図書室との図書館情報システムのネットワークについては、順

次整備を進めているが、２５年にシステムの更新が行われるときに合わ

せて、未だ整備されていないいがまちと島ヶ原の整備をする予定です。

その整備が終わればネットワークがつながるので、島ヶ原地域の方につ

いてもシステムを利用し、上野図書館ならびに他の公民館図書室の蔵書

についても利用いただけるようになります。 
 
事務局      経費については委託料の中に含まれており、予算的には小さな額にな

っています。又購入する場合には備品購入という形になりますので、こ

れについては整理をしながら考えます。 
 
事務局長     いがまちにある移動図書車で月１回でも島ヶ原の各地区へ行けないも

のかと思っています。これについても運転者等課題はありますので、今

後の協議になります。やはり空白地域を作ってはいけないと思うので考

えていきたいと思います。 
 
委員       図書購入のリクエストはどのようになっていますか。購入していただ

ける予算はあるのですか。 
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事務局      現在島ヶ原では難しい状況にありますが、今後予算の使い方も協議し

ますが、各公民館図書室では本のリクエストを行っています。リクエス

トいただいた中から希望の多い本を購入するという形を採っています。

予算については各公民館との協議となります。 
 
委員       19 頁上から５段目島ヶ原公民館 23 年度実施内容の欄で啓蒙しました

とあるが、それほどたいそうな言葉はどうかと思います。 
         20 頁上から２段目大山田公民館 23 年度実施予定で開催について指導

をしますとあるが、指導という文言は必要ないのではないかと思います。

支援でよいのではないか。検討していただきたいと思います。 
 
事務局      ひとつ目に関しては啓発という言葉のほうが適切かと思いますので、

確認をとり訂正します。 
 
事務局      又修正させていただきます。 
 
会長       全体を通して何かありませんか。 
 
委員       23 年度の計画を出されたのが秋だったと思います。忙しいとは思うが、

計画案が秋では遅すぎると思います。もう少し早くお願いします。 
 
事務局      そのようにします。 
 
委員       細分化されていて中身がなかなか見えない。Ａ評価はたくさんあるが

子ども読書の推進が本当に進んでいるのか分かりません。良い案があれ

ば考えていただきたいと思います。 
 
事務局      今後検討します。 
 
会長       それではスケジュール案について説明願います。 
 
事務局      －説明（(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)）－ 
 
会長       何かありませんか。 
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         ないようですので、これで委員会を終了します。 


