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平成 28 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 

 

  平成 29年 3月 10日（金）  午後 2時  

                        ハイトピア伊賀 5階 学習室 2 

 

 

１．開会あいさつ  番條会長 

皆さんは、東田直樹さんをご存知ですか。11 年前 13 歳の時に、「自閉症の僕が

跳びはねる理由」という本で「グリム童話賞」などを受賞された方です。理解

されにくかった自閉症者の内面をわかりやすい文章で、言葉で伝えてくれまし

た。これが東田さんの最新の著書なのですが、「自閉症の僕の七転び八起き」と

いう本です。重度の自閉症で会話ができない東田さんは、私たちが気がつかな

い新しい視点で暖かく物事を見る目を教えてくれているように感じます。一つ

詩を紹介させてください。 

「ちいさな気づき」という題で、 

『すばらしいお父さん、ダメな父親などいないと思います。 

それは、ダメな子供がいないのと同じです。 

自分の事を「ダメだ」と言っている限りは、少なくともいい父親になりたいと

いう意欲があるすばらしいお父さんではないでしょうか。』 

いいなぁと思って、紹介させていただきます。11 年間も私はこの視点を知りま

せんでした。この方と共に知らなかった。この年になっても知らないことばか

りです。その知らないことを教えてくれるのが本だと思います。あとがきに、

こうあります。 

『僕は、自閉症者としての内面を伝え続けていますが、これは自閉症者だけで

はなく、普通の人にも共通する思いではないかと、たくさんの方が感じてくだ

さっていることを知りました。生き辛さを抱えた人たちに共通するものとはな

んでしょう。それは、言葉にできないほどの苦しい気持ちではないかと思って

います。』 

と、あとがきにあります。生きづらさを抱えた人、言葉にできない程の苦しい

気持ちを私たちの周りで、また、自分の中にもあるそれを言葉にしたり、開放

してあげる。それにも本は、一役買ってくれると信じます。子供たちに本との

出会いを多く豊かに保障していくために、今日もよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

２．協議事項 

第二次 伊賀市子ども読書活動推進計画平成 28年度実績について 
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（１）家庭 について 

―事務局より実績内容を説明― 

委員：３Pの健康推進課の自課評価が３について、評価の指標が達成率であるの

で 100％が一番高いが、評価基準は達成度 100％は自課評価３になる。自

課評価は５が一番良いように思えるが、達成率を基準にすると 100％が一

番なので３が一番高い評価になる。どういった見方をすれば良いか。 

目標値は上がるか維持するのが普通だと思うが、28 年度目標値、実績値

が 98％で 29年度目標値が 95％で下がっている。理由は何か。 

事務局：評価基準で達成度が 95％以上～105％未満のものについては３の「取り組

みができた」ということで、自課評価を３としている。実際には「こん

にちは赤ちゃん訪問」の対象が 565 件のうち、達成できたのが２月末で

554件であったので、達成度 98％となっているためである。 

次に、29年度目標値が下がっていることについては、29年度までの「累

積」又は 29年度目標の欄には、25年度に計画した当時の目標値となって

いるので、28年度目標値より低くなっている。 

委員：だとすれば、この自課評価は、目標が 98％だから３になったということ 

ですか。 

事務局：そうです。 

委員：自課評価は実際の達成率を評価基準に照らし合わせたものが自課評価に

するということですか。 

事務局：そうです。 

委員：29年度目標は、25年度から据え置きと説明をされたが、実際の実績が目

標を超えている。また、伊賀市の再生計画だと訪問率は 99％で設定して

いると思うが、目標値の修正はしないのか。 

事務局：29 年度の推進計画を立てる際に、新しい情報を入れて修正する考えで

す。 

委員：おはなし会の回数は目標を達成されていると聞かせてもらったが、実際

の参加者数の伸びは計画に適った結果になっているかどうかわからな

い。図書館によって参加者数を記録している所としていない所があると

聞いている。参加人数を実施内容に書いてもらうとわかりやすいと思う。

計画を立てる際は、回数だけでなく、参加人数も入れるように検討いた

だきたい。 

   また、実施日に参加できない子供もいるとよく聞く。普段のおはなし会

でときどき、曜日や時間を変えて、普段参加できない子どもが参加でき

るように機会を作ってもらいたい。 
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   さらに、どういった時間帯がこどもが図書館に来やすいのかリサーチし

てもらいたい。 

事務局： 参加者数については、各図書館で把握していると思う。上野図書館で

は実施ごとに司書が入って参加人数を記録し、ボランティア通信で 

ボランティアグループに、どんな本を読でどのくらいの参加人数であっ

たかをお知らせている。どのような本でどれぐらいの参加があったか、

次の選書をどうするかというところまで、皆さんに周知をさせてもらっ

ている。図書館、図書室の連携については、分館長会議で話し合いをさ

せてもらって情報を共有している。来年度の委員会では、回数に合わせ

て、参加人数の伸びや、今年と来年度の比較も報告させてもらう。 

    開催の曜日は、毎月何曜日の何時と決まっている所がある。「毎月何曜

日がおはなし会である」と事前に参加を促すことも目的である。時間

は子どもの活動時間に合わせて午前 10 時 30 分に実施する所が多いと

聞いている。 

    また、不定期な開催については、上野図書館では第２、第４土曜日、

大山田図書室も土曜日に開催したりしている。また、広報の毎月１日

号には「図書館だより」ということで、図書館の新刊の案内や読み聞

かせ会の案内を出し、できるだけ多くの方にご参加いただけるよう周

知に努めている。 

 委員：先ほどの質問ですが、来年度以降、訪問率 100％になった場合どう評価

されるのか。100％で最高なら自課評価 3 を最高とすべきではないか。 

事務局：達成度 105％以上であれば自課評価は４ないしは５となる。各担当課と

しては、評価 5をいただけると思う活動を行っていると考えているが、

しかし、評価指標を 25年度に設定しているので、それに沿った数値で

自課評価するとこのような評価となる。数値だけでなく、実施内容も

考慮して資料を見ていただければありがたい。 

 

（２）地域 について 

―事務局より実績内容を説明― 

 

委員：９Pの上野図書館について、CD付きの外国語絵本は CD付きで借りるこ

とができるのか。 

事務局：CD付きで貸出しをしている。 

 委員：以前、青山分館を利用した時に CDのみ貸出しができなかった。 

事務局：貸出ししていると思いますが、もう一度、CD の貸出しができるか確認

し、回答します。できる限り CDを利用していただきたいと考えている
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が、CD 付きの本はカウンターに返すルールは決めてあるが、ブックポ

ストに入れてあったりする。また、絵本に限らず、CD 付きの本は紛失

することもある。本の内容によっては、著作権の問題もあり、貸出し

ができない本があるので、青山分館での本はそういったものだったか

もしれないが、広く貸出しをしていきたいと考えている。 

  委員：P20の上野図書館の事業予定に障がいのある人に対して、郵送による

貸出しを検討しているとあるが、今、実際に貸出しを行っているのか。 

事務局：11 月１日から郵送貸出しサービスを始めました。広報でも周知させ

ていただいています。 

  委員：実態はどうですか。 

 事務局：１人申し込みを頂き、貸出しを行っている。郵便局と協力し、再発

送や集荷（本を郵便局員が直接引き取りに行く）ができるように郵

便局に依頼し、料金も図書館で負担することになっている。貸出し

は上野図書館から上野郵便局にしか送れないが、各図書室窓口で本

を借りにきたけれども返りは郵送で返したいという対応にも全ての

図書室で対応できるように郵送用の袋を共有している。ですから、

上野図書館で借りて、阿山で返したり、阿山で見に来てもらって本

を借りて、郵送で返していただくこともしている。ただ、利用が伸

びていないので、周知がまだまだとは思っているので、また、紹介

していただけたらと思います。 

今のところは、身体障がいのある方だけですが、これから例えば、知

的障がいがある方でお家でご家族の方が、子供に読んでやりたいなと

いう時にもご利用いただけるような仕組みにもなっていますので、広

く利用いただけたらと思っている。 

 委員：上野高校ですが、沢山うちの生徒たちの作品を飾っていただいてあり

がとうございます。張り出した直後に、張り出してあると言いに来

てくれる子達が今年は結構いて、みんな図書館を使用してくれて、

ちゃんと見てくれているんだと実感できてよかったです。 

    P14の具体的方策で、「利用者から寄せられる読書相談・調べ物への的

確な対応に努め、リクエストや予約制度のさらなる普及に努めます」

だが、実際の事業予定とか実施内容を見ていると、ほぼ自宅からパ

ソコンへ予約が自分で出来ますよというのが、メインになっていて、

初めに書いてある利用者から寄せられる読書相談・調べ物への対応

が事業内容にあまり見受けられないと思いました。上野図書館の「進

化する図書館」の特集をされたのがここの中に入っているのかなと

いうことですね。自分で自宅からパソコンで予約ができることは   
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しっかり分かっていて、自分でどんどん行動できる方のためのサー

ビスで、それは必要だし大事だと思うが、読書相談とか調べ物の対

応というのは、実際に顔を合わせて、本人さんが本当に何を知りた

いのかというインタビューとかまったく違う内容で大事なサービス

だと思う。 

これをこの 5 年間の最終段階まで残りわずかな段階で、もっと 28 年

度に力を入れてもらわないといけなかったのかなという所が気にな

っている。残りの年数でより広がっていくように、次年度の計画を考

えてもらえればなと思います。 

     P15の自課評価が１になっているものに対して、来年度以降どうよう

な対策を取って評価を３以上にもっていくつもりなのかが、気にな

る所がたくさん目に付きました。例えば、いがまち分館の「シフト

制の勤務なので、参加は難しかった。」これは、来年度以降も同じよ

うな課題が続くと思うし、他の分館や上野図書館も共通の問題かと

思う。これをどうクリアしていくのかが、今の時点でどう考え、予

定があれば教えてもらいたい。例えば、実際に本人が参加できなか

った場合、分館の本人が参加できなくても、上野図書館は複数人い

るので、比較的参加がし易いといったものもあったりすると思う。

参加された方が分館のいろんなスタッフに同じ内容をレクチャーす

るという形でクリアするやり方もあると思う。すでにしているかも

しれないが、開催回数に対してどれだけ参加できたか。それを目標

数値、自課評価というものを上げていく工夫について、どう考えて

いるか。 

     P17上野図書館の実施内容の「ふるさと応援寄付金セット文庫」につ

いて、利用が伸びなかったということで自課評価が 1 となっている

が、利用が少なかった原因や対策をどのように考えているか。利用

成果が数は少ないがあったということなので、実際に使われた学校

にどういったところが使いにくいのか、どうすれば他の学校で使い

やすくなるか。聞き取りをしていたら、意見を教えてもらいたい。 

     P18、P19 の各分館の達成率が 100％となっているのが、これだけで

は何が 100％だったのかがわからない。詳しい説明を書かないと、資

料だけを見ると、何の達成率か分からないので説明してもらいたい。 

     P31上野図書館でヤングアダルト（ティーンズ）コーナーの資料など

を生徒たちに案内をしているが、生徒たちと話していると、まだま

だ上野図書館の場所がわからない、自分が使っていいか分からない

と、昨年度より今年度の方がそのような声をよく聞くようになった。
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学校の中で、図書館で調べ学習する利用が増えてきているので、公

共図書館を使う機会が増えているので、余計に生徒からの疑問を聞

く機会が増えてきているかと思う。県立の学校は、4月当初に新入生

向けの図書館の使い方を説明するオリエンテーションの時間がある。 

そういったところで、近くの図書館も私は案内をしているのですが、

一行チラッと図書館があるということだけなので、それだけでは、生

徒たちの意識に残らない。もし可能であれば、配布できるものがあれ

ば、オリエンテーションまでに生徒の人数分をもらえると、しっかり

アナウンスができるかと思う。上野高校にいながら、上野図書館を知

らない子がいて、地図を見ながら説明しても「わからん、わからん」

という状態で、分館だともっと分からない子がいたり、分館の中の図

書室の存在を知らない子も結構いる。なので、配布物の中に各分館を

含めた図書館マップのようなものがあれば、開館時間なども合わせて

いただけると、近所の分館も使える子がいるようなので、合わせて案

内できるかと思う。図書館カレンダーも頂いたが時期が遅く、配れる

生徒がいなかったので、4 月当初に合わせてもらえると生徒に渡せる

とので、連携できればと思う。 

   最後に、昨年学校図書室協議会の方が、国の方に行かれた課題として

持ち帰ってきた話の中で、学校現場に生徒、児童にタブレット 1台配

布が決まっている。そういった中で、タブレットを見ればすぐにネッ

トに繋いで、何でも調べることができる環境が整う中で、これからの

学校図書館や勤める職員の存在意義がどんどん薄れる。その中で、自

分たちの存在意義をしっかり示しなさいと宿題を出されている。今、

具体的に何年という資料は無いままで話しているが、小中学校の校長

先生方の方が詳しいと思うが、結構近い未来の話でした。そんな中で、

学校図書館をこれからどうしていくのかを考えているところですが、

同じような波が公共図書館や教育に関わるところに出てくる話だと

思う。いきなりタブレットができて、電子機器があっても、コンテン

ツが整備されていないのが日本の現状だと思う。まだまだ紙の必要性

やその使い方を知ることによって、電子機器による検索や探し方が学

べると思うので、どのように紙の大切さ、そして情報の探し方、使い

分けを子供たちに教えていくべきか公立図書館やその他の方々も考

えてもらえたらと思う。 

 事務局：P15の情報交換会・研修会への各分館職員の参加について、ご提案い

ただいたように、研修に参加できなくてもその内容は、伊賀市の中

の図書室、図書館の職員が参加をする中で、職員が持って帰った情
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報をレクチャーする機会が整えれば、参加の実績に加えることがで

きると納得しました。今後、できるだけ情報を共有できるように努

めていきたいと共に、こういった自己評価が 1 という残念な結果に

ならないように、レクチャーの回数を実績値に含めていけるような

捉え方も進めていきたいと思っています。来年度には、自己評価 1

が記載されないでいいように、お互いに情報共有と研修情報の活用

に努めていきます。 

     P17の「ふるさと応援寄付金セット文庫」について、ふるさと応援寄

付金を利用して文庫を作成しましたが、この目的については、それ

ぞれの学校の図書室からもなかなか本の購入費用の確保が難しい。

新しい本を買い与えられないと悩みもあると聞いているので、もと

もと読み使われている本や、伊賀の郷土や芭蕉、元永定正さん、色々

なセットのタイトルを司書が考え、低学年用、高学年用、保育園、

幼稚園の年少、年中のみなさんといった年齢層やジャンルに合わせ

て、大体 1 箱 A4 の 2 倍の大きさの箱を整え、そこに 20 冊程度の本

を設えてセットを贈りました。もっと活用してもらえると期待はし

ていたのですが、学校によっては PTA の取り組みの中で、廃品回収

をしてその収益金を学校文庫に充てていたり、地域の方から本の提

供があったりする所があるという実態や、それから、なかなか本年

度から上野図書館は 7 時まで開館しているのですが、学校の司書担

当が兼務という実態からなかなか図書館のほうに来ていただく機会

が少ないということで、今回は 3 校の利用に留まってしまった。で

きるだけ、見本を持って学校の方へ回らせていただく機会を作ろう

と最初は頑張っていたのですが、なかなか伊賀市内の小中学校を回

るにも、公用車が 1 台で、公用車が火曜、木曜、土曜と配送に回る

中で、時間を作ることが難しかった。けれどまた、どういったこと

が使いにくい原因になったかは、今後、学校図書室の方にアンケー

トをとり、利活用についても再度、構築していきたいと思っていま

す。 

     P18分館の実施内容のほうが、同じ内容で実績値が 100％であったこ

とについて、分館図書室の周辺に外国語を母語とする子どもがいて

も、図書室のことを案内することが今のところできていない実態や、

学校で読書についても今、対応いただいていることであったり、な

かなか図書室の利用を具体的に進めることができないために、eブッ

キング制度がありますと実態を伝えるだけで達成度 100％として捉

えている。これについても、来年度については、事業予定の中に具
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体的な方策も考えながら進めていくべきであるのかと感じています。 

     上野図書館の場所が分かりづらいということや、新入生向けに図書

館の使い方のオリエンテーションをしていただいているということ 

で、ありがとうございます。今、「赤ちゃん訪問」の時には、各図書

室が入っているマップを渡して利用できるしおりを作っていたが、

一般の利用の方に各図書室の地図が入っているものを作成できずに

いる。新年度に「赤ちゃん訪問」のときのブックスタート事業につ

いての見直しを考えている中で、マップの作成を進めている。また

ぜひ、市内の高校生、小中学生にもこういった所に図書室があり、

上野図書館がここにあることや、どんな本があるかを知らせていき

たい。また、カレンダーについても作成数は限られているが、ご利

用頻度の高い学生に優先して配らせてもらうように、配布日が何時

であるのかを確認して届けたいと思います。 

     学校図書室協議会のほうで、タブレットを利用する中で司書や図書

館の意味をもっと伝えていくようにということで、図書館では紙を

使った調べ物がしっかりできると伝えていけるように、昨年度、図

書館利用促進事業でおもしろ自然教室を始めました。小学生が対象

ですが三重県森林公園と連携をとって、森林公園から講師の方に来

てもらい、図鑑で調べる。図鑑で調べたほうが、タブレットで調べ

るよりも、より詳しく調べることができる。野鳥の観方や、森林公

園でどんぐりを拾ってきて、どんぐりの図鑑で調べ学習をしました。

そういったことが図書館の役目であり、図書館には色々な図鑑があ

ってより詳しく調べることができる。そして、児童、生徒の皆さん

以外の方も詳しく調べ物をしていることを周知してきました。今後

は、年齢層の高い方にも図書館で調べ物の手伝いができることを広

報等で、周知をしていきたいと考えています。 

  委員：ひなぶらだったか、折り紙の資料を出しますという図書館の取り組

みがあったと思う。いろんな折り紙の紹介する本の紹介だったと思

う。友人が行って、大人が行ったのが悪いのか、その時間帯に司書

がいなかったか分からないが、折り方を教えてくれると思って行っ

た。しかし、本がドンと置いてあるだけで、「勝手に取ってね」みた

いな感じだった。子供と一緒に折ってもらえると思って行くのであ

れば、マイナスな感じで、期待外れだったと思ったらしい。私も玉

滝小学校で教育活動サポーターをしている。子供は一緒に何かをし

てあげてこそ、体感できるものが高学年でも結構あると思う。忙し

いのは承知していますが、資料があるだけでなく、一緒に調べてあ
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げる時間や、体感できる時間があれば、もっと親切だな、図書館の

人は親切だと思ってもらえたのではないかと感じた。 

事務局：2月 22日の、「本わかおりがみの日」ということで「本で分かる折り

紙の日」を設けて、図書館にある沢山の折り紙の本を大きな部屋に並

べ、その中で司書がレクチャーしながら、また、市民のお手伝い頂け

る方も来て頂いて、お客様が先生になってもらい、賑やかな日を設け

た。司書も沢山いる中で、司書の捉え方が、お客様が希望する捉え方

と合わせることができなかったと思います。また、時間帯によって今

は 3交代で動いています。朝 9時から夜 7時まで開けることになり、3

班がシフトで動く中には、職員が 4 人になる時間帯もある。その時間

帯に 1 人が何か応対をしていて、1 人がカウンターに張り付かないと

いけないときに、そういった対応になってしまったのかもしれないが

大変申し訳ないと思っています。一言、「折り方を教えてください」な

ど司書に言ってもらえたら、司書も「今はできません」など言えたの

ですけど、意思の疎通が不十分で申し訳なかったと伝えていただきた

いのと、ぜひ、次回にはそういった時間には紹介できるように努めて

いきたいと思います。 

  委員：朝の読書時間は、どこの小、中学校にも設けていると思うが、取り

組み度は各学校で違うと思う。私は小学校 2 校で朝の読み聞かせに

月 2、3回行くと、しっかり聴いてくれる生徒がいる学校がある一方、

読み聞かせの時は、本を開いているだけという感じで、時間潰しに

している時の方が多い学級もある。今、上野図書館から 1、2年生だ

けだと思うが、ドンと絵本が着ている。その絵本を読んでいる最中

です。それも、先生の指導の方法もあるかと思うが、「ここにあるか

ら読みなさいね」と、言うだけ。どんな本がどう面白いのかを知ら

せていない。ちょっとあれではと、自分は思ってしまう。先生が子

供たちに 1 冊本を読んでいれば、面白い本があると興味を示すので

すが、何もなく、目録もなく置かれているだけなので、あれではど

うなのかと。それと、申し訳ないが、1、2 年生用の物語風の本もあ

るが、なかなか 10分では読めない量で、何日かかけて読める本も入

っている。続きを読もうとしても、誰かが先に読んでしまうと、続

きが読めなくなってしまう。皆さんが思っているより子供は幼いで

す。批判するようで申し訳ないが、家で絵本を読んでいる家庭がも

のすごく少ないと思う。ですので、名作だからというような概念で

本を選んでいると思うが、もう少し、レベルを落とした本でも良い

のではないかと思う。学校の先生と図書館とで、本をどのように選
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ばれているか分からないが、本好きにするには自分が求めている本

や、「これが面白かった」など経験したものが続いていくと感じてい

る。ですので、私もできるだけ生徒の横に付いて本を必ず読んであ

げて、10 分で読めるようにしている。そうすると、同じ子が続けて

自分のところに読んでもらいにくる。ですので、時間内に読んであ

げられるストーリーで、絵が大きい本の方が子供も目を引きやすく、

本好きになるきっかけになると感じている。学校の教育方針と図書

館の思いは、私は全然わかりませんが、実際に教育現場にいて感じ

ることはそういったことです。図書館にもそういったところまで考

えてもらえたらありがたいです。 

  事務局：本を選ぶのは先生です。学校の先生がこの本をと選んで、団体貸出

しをしています。私どもは、この月齢の子供にはということで、セ

ット文庫を揃えています。今聞かせてもらうと、セット文庫を貸出

している学校だと思います。もう少し月齢を落として、絵本を中心

にした、例えば、園児向けの絵本を並べた文庫が相応しいかは、図

書館側からは見えないです。ですから、先生方にも、夜 7時まで開

館していますし、祝日も土日も開けていますので生徒の顔を思い浮

かべながら、選書に来ていただきたいということは、再三お願いは

しています。また、セット文庫の中にも担任が来る場合と教頭、校

長が来る場合があるが、貸出しにくるのは教頭が来ることが多い。

そんな中では、生徒の顔が見えずに貸出しをしてしまっているとこ

ろもある。しかし、言っていただいた通り、1 冊だけでも子供たち

の前で先生が読み聞かせる機会があれば、その本を順番に読んだり

できるので、本の活用の仕方も今後、学校と共に考えていかないと、

と感じました。 

   

（３）学校等 について 

―事務局より②小学校・中学校の実績内容を説明― 

 

  会長：小、中学校の提案の学校等で質問あればお願いします。 

  委員：読書推進に力を入れてくれているのに、図書の購入費が少ないが為、

子供に十分な本を買ってあげられない。推進をしているのに本が買

えないのは、矛盾していると思っている。予算が下りない事情も分

からなくはないが、減らすところが違うのではないか思う。もっと

節約するところで節約してほしい。図書は、今後の子供たちの伊賀

市の宝ですし、そのために図書を充実させて欲しい。それには、図
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書館の図書費も努力してもらいたいし、学校の図書費もそうです。

先生方がブックオフで本を買ってと子供たちにというのは涙ぐまし

い。そういったところも今後の努力というか、検討してもらえたら

と思う。あと、ボランティアで活動していると学校によって温度差

がすごくある。以前も言ったが、先生はボランティアが入ったらボ

ランティアにお任せ。先生もボランティアに言い方は悪いが子供た

ちのお守りをさせておけば良いという感じで、読んでいる部屋に入

ってこない先生がいる学校もある。どの学校も同じ考えで子供に向

き合って読書の方にも力を入れてもらったらと思う。第 3 火曜の 1

時間目が読書なら、報告にどの学校はどういったことをしているの

かを例で挙げると分かりやすいと思う。市民や保護者など一般の方

にも分かるように各学校での取り組みを紹介して欲しいと思う。 

     学校に行きにくい子供たちが小学校の図書室や保健室が居場所にな

ることはよく聞くが、学校の図書室が子供の居場所というのは理想

だと思う。図書室に行ったら司書の先生がいて、いつでも相手にな

ってくれる、相談してくれる。黙って本を読んでいても先生が見守

っていてくれているような子供たちの居場所になるのが理想だと思

うので、努力してもらえたらと思う。 

 事務局：図書費について、ここ数年の図書費の推移を説明します。図書の購

入費は平成 27 年度の決算で小、中学校合わせて 879 万円。内訳は、

小学校 537万円、中学校 342万円です。平成 28、29年度は予算ベー

スでありますが、平成 28年度の合計額で 777万円。内訳は、小学校

462万円、中学校 315万円です。平成 29年度については合計額で 704

万円。内訳は、小学校 419万円、中学校 285万円です。合併後 10年

あまりを経過し、合併に伴う普通交付税の算定変えがあり、5年間で

15 億円減額され、平成 29 年度は中間の年であります。平成 30、31

年と 2 年間、平均 1 年普通交付税が 3 億円減ってきます。できる限

り図書の購入費を減額しない方向で進めているが、学校の消耗品や

光熱水費、特に暖房用の灯油等の予算についても減額の方向で配分

している。そういった状況の中で、図書費を算出しています。本の

冊数ですが毎年、図書標準による達成・未達成があります。平成 29

年度 4 月 1 日現在の数値で小学校では不足 10 校、中学校では不足 5

校です。平成 28 年度当初と比べて、平成 28 年度は小学校では不足

10校、中学校は不足5校で１校だけ中学校の不足校が減少している。

ただ内訳をみると、例えば 29年度当初では友生小学校が達成になっ

ています。これについては、購入したことで成果が出ている。中学
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校を見ると青山中学校も達成となっているが、昨年度 11クラスあっ

たものが 9 クラスに減っています。クラス数を元に算定するので、

クラスの増減によって成果が大きく変化してくるのが現状です。た

だ、図書の全体数ですが平成 28 年の標準による必要数が 25 万 290

冊で、実際にあるのが 26 万 6495 冊で不足数は出てきているが市内

の再配分がうまくできていないのが実情です。平成 29年度において

も図書標準の必要数が 25 万 2450 冊で、実際は 26 万 7108 冊で標準

は満たしているが、再配分がうまくできていないのが現状です。ま

た、例えば統合させてもらった学校について、2校分の図書を 1校に

集めて図書室も冊数が増えるはずですが、図書室の広さの関係で全

ての図書を持っていけていない現状です。各学校の図書室の広さと

比べて、標準による図書の必要数が実態に合っているのかを事務局

でも疑問にしているところです。いずれにしても、苦しい財政の中

ではあるが、今後も小、中学校の図書の整備を進めていけるように

予算の確保を進めていく考えです。ただ、予算を獲得して、例えば 1

万円を配布して、1 万円の本を買うのと 1 冊になる。1000 円の本だ

と 10冊になるように、実際に買ってもらう本の単価によって冊数が

異なりますので、予算上でどれだけの本を購入いただけるかは異な

ってきます。これについては、学校独自の必要性からの購入という

ことで、全て学校のほうで判断してもらっています。事務局として

は予算の確保に努めていくのでよろしくお願いします。 

   

   ―事務局より①幼稚園・③高等学校の実績内容を説明― 

 

  委員： P35 の２段目の「園だよりや園行事、掲示板等を利用し読み聞かせ

の意義や絵本の紹介、貸出案内をしたり、子どもの反応を伝えたり

することができました」で指標が「便りの発行数」で目標が 9 回で

実績が 6 回で、自課評価 1 になった理由が「貸出回数が少なかった

ため」のようですが、便りの発行回数で評価するのに貸出回数が理

由になっているのがよく分からなかった。 

 事務局：いつ貸出をしますというところに、本の紹介も入れていたのですが、

貸出がなかったので、その分だけ便りの回数が減っている。 

  委員：お便りの中に書く内容として、貸出しそのものの実施が無かったの

ですか。 

 事務局：ふたば幼稚園としろはと幼稚園がありそれらが桃青の丘幼稚園に移

転する中で、元々、各園で図書室があったが全部の本を一度に持っ
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ていけなかった。行ったところで集まった本を整理するという形で

本で整理をし、貸し出ししていた。しかし、今年、保護者の方で司

書の方がいて、一度全部の本を整理しませんかと言ってもらえたの

で保護者とボランティアで本を分類して、ブラウン方式にやり直し、

11 月から貸出を始めた。保育室での子どもの読書風景等は別の便り

で保護者にお知らせは出しているが、図書室としての便りはリニュ

ーアルをしたばかりでまだ少ないです。 

  会長：何か（３）について意見はありませんか。全体通しての意見はあり

ませんか。 

 事務局：学校の読み聞かせの対応等の意見をいただきありがとうございます。

今後の事業の参考にさせてもらいます。予算についても厳しい状況

になっているのは事実です。それと、学校も県の方から教員が派遣

されてくるわけですが、県の方からの派遣も少なくなっているのが

現状です。事実上先生方に学校の図書を見てもらうのは難しい状況

です。先ほども言いましたが、統合したところの図書が一緒に持っ

ていけないということもありますが、忙しい中で、本屋さんにセッ

トで本を届けてもらったりすることもあり、本が重複したりします。

また、大きな本を購入してしまい、本の数や必要な本に結びついて

いない。しっかり子供たちの需要に合っていないのもあるかと感じ

ています。後は、図書館との連携がますます必要になってきますし、

合わせて地域の方の協力もいる中で今後、学校支援ということで本

の整備の仕方なども見直していく必要があると思います。数年前ま

では、支援員の方に 1 人で数校を掛け持ちで手伝ってもらっていま

したが、そういうところを違う方法に考えていかなければいけない

と思います。また、学校の支援ということで、図書館の方でもボラ

ンティアの方にお世話になっています。今後、図書館の建替えの中

で、そういう支援ができないのかという話もでてきています。十分

なことはできませんが、例えば、土曜授業に回る中で、学校図書館

の本を再点検して、情報共有をして、適正な本の整備に努めていく

必要があると思いますので、よろしくお願いします。 

  会長：平成 29 年度に小学校が 419 万円、中学校が 285 万円と言われたが、

この金額は全部の小学校が 419 万円ですよね。新たにそれだけ伊賀

市の小学校に予算がありますということですよね。 

 事務局：はい。それを各学校に分けています。 

伊賀市の予算の配分ですが、予算の全体枠が縮小されています。そ

れで、全体枠が縮小する中で、学習環境を整えることが欠かせない
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です。例えば、サポーターの方に無理をお願いして、数が減ってき

たり、時間が減ってきたりしているのですが、それは、違う補助金

を入れるという工夫をして何とか枠の中に収めようと努力していま

す。ところが、全体の枠が縮み、空調代や暖房費は上がるので通常

に予算が減る以上に消耗品や備品購入に影響が出ている現状です。

今まで通りの金額があっても他の部分にお金がかかりその分で減り、

それ以上に全体でも減ってきているところに苦労しているところで

す。ただ、学校によっては篤志家の方から寄付もいただいて本代に

充てている。100 万円近くプラスされるところもありますし、毎年

決まった金額を寄付されるところもありますし、まったくないとこ

ろもあります。それについては、いろんなお金を足しながら整備し

てもらうようにお願いしています。しかし、全体の予算が縮小され

ていくという中では厳しい現状です。工夫によっての対応しか方法

が無いので、それぞれの現場で工夫をしていただき、少しでも余裕

がでるようにやっていくのが現状です。 

 

 閉会あいさつ －生涯学習課長－ 

 


