
平成 29 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 

 

  平成 29年９月 26日（火） 午後 1時 30分 

ハイトピア伊賀 ５階 学習室２ 

 

 

 

１．開会あいさつ   

 

事務局：失礼します。定刻となりましたので、ただ今から平成 29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させていただきます。

皆様には何かとご多忙のところご出席いただきましてありがとうご

ざいます。私生涯学習課の山本と申します。よろしくお願いします。 

この第二次伊賀市子ども読書活動推進計画は、平成 25年から５年間

を計画期間として策定しておりまして、基本目標を子どもたちの成

長に応じた読書週間の定着としております。本日は本年度の計画の

推進に向けましてのご審議をお願いしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。また、この委員会は伊賀市の子ども健全育

成施策検討委員会の条例に基づきまして運営しております。なお、

この会議は伊賀市情報公開条例第 23 条に基づきまして会議の公開

を行いますことと審議会の会議の公開に関する要望第８条に基づく

議事概要作成のため録音させていただきますのでご了承いただきた

いと思います。それでは、会議の初めにあたりまして児玉教育次長

からご挨拶を申し上げます。 

 

教育次長：皆さんこんにちは。午後の大変お忙しい中、子どもの健全育成の施

策検討委員会ということでお集まりをいただきまして本当にありが

とうございます。子どもの健全育成ということで子どもを取り巻き

ます社会の環境の変化に対応した新しい時代の子どもの育成につい

ていろいろと考えていかなければならない中、基本的な施策を明ら

かにして子どもたちを見守っていくことを目的に、子どもの健全育

成の条例を作っています。そういった条例の中で皆さんにいろいろ

とご意見をお聞きして子どもたちの成長を見守っていきたいと考え

ているわけですが、特に子どもたちの活字離れと申しますか読書の

関心が薄まっている中で、何とか子どもたちに読書の意識を高めて

もらいたいということで、主にこの委員会ではここ数年子どもの読



書を中心としたいろいろなご意見を賜ってきております。今回、子

どもの読書活動につきましても事業の計画は本年度が最終年度にな

っておるのですが、見直しをする中で新たな取り組みをしていかな

ければならないと考えております。そういったことで、本日新しい

委員様にもお越しをいただいておりますが、なにとぞ伊賀市の子ど

もたちのためにいろいろなご意見をいただきまして、充実した委員

会となっていただきますようにお願いをいたしたいと思います。本

日はどうもありがとうございます。 

 

２．委嘱状交付 

教育次長より交付 

   事務局の紹介 

 

３．会長・副会長選任 

事務局：伊賀市子ども健全育成施策検討委員会条例第５条により、会長及び副

会長を選任していただきたいと思います。いかがさせていただきまし

ょうか。 

委員：事務局に何か案はございますか。 

事務局：事務局案といたしまして、会長様に番條まり子様、副会長に上出通雄

様にお願いしたいと思いますが、皆様ご了承いただけますでしょうか。 

委員：＝拍手＝ 

事務局：ありがとうございます。それでは、番條さん、上出さんよろしくお  

願いします。どうぞ前の席へお願いしたいと思います。それでは、お

二人を代表いたしまして会長の番條様からご挨拶をお願いします。 

会長：今の少子化とか社会の不安定さそして貧困、子どもを取り巻く環境は

便利さの裏で大切なものが忘れ去られていくような気がしています。

新聞やニュースでは命が軽く粗末に扱われているような疎外感に近

いもの、そして誠実さを欠いた政治、子どもに幸せ多い豊かな社会に

と願わざるを得ません。最近、こんな本に出会いました。皆さんご覧

になったことはありませんか。『憲法カフェへようこそ』という本で

す。どんな人が書いたかというと、2013 年 1 月に自民党の改憲草案

に危機感をいだいた 26 名の若手弁護士らの呼びかけによって設立さ

れた「明日の自由を守る若手弁護士の会」という、略称「明日若」と

呼んでいるそうですが、この中に日本国憲法についてのよくわかりや

すいことが書かれています。憲法というのは国民が守るものという意

識はあるのですが、そうではなくて国家権力から国民を守る。国民主



権を守るものというようなことが書いてあります。本当に日本国憲法

というものは私たちの普段の生活とはかなり離れているような感じ

はするんですが実はそうではなくて、日本国憲法に守られながら、日

本国憲法に書かれている国の形の中で私たちは生きているんだっ、て

言うことがちょっとずつわかっていく様な気がします。私も全部はま

だ読んではないのですがいい本にめぐりあえたなぁというふうに感

じています。最後にこの詩を読ませていただきたいなぁと思います。

聞いてください。「原子爆弾が投下される前の広島には美しい自然が

ありました 大好きな人のやさしい笑顔、ぬくもりがありました 一

緒に作るはずだった未来がありました 広島には当たり前の日常が

あったのです 昭和 20 年、1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分 広島の

まちは焼け野原となりました 広島のまちを失ったのです 多くの

命 多くの夢を失ったのです 当時小学生だった語り部の方は 亡

くなった母と姉を見ても涙が出なかったと語ります 感情までも奪

われた人がいたのです 大切なものを奪われ心の中に深い傷を負っ

た広島の人々 しかし今広島は人々の笑顔が自然にあふれるまちに

なりました 草や木であふれ 緑いっぱいのまちになりました 平

和都市として世界中の人々に関心を持たれるまちとなりました あ

のまま人々があきらめてしまっていたら 復興への強い思いや願い

を捨てていたら 苦しい中必死で生きてきた人々がいなければ今の

広島はありません 平和を考える場所広島 平和を願う場所広島 

未来を考えるスタートの場所広島 未来の人に戦争の体験は不要で

す しかし戦争の事実を正しく学ぶことは必要です 一人ひとりの

命の重みを知ること 互いを認め合うこと まっすぐ世界の人々に

届く言葉であきらめず粘り強く伝えていきます 広島の子どもの私

たちが勇気を出し 心と心をつなぐ架け橋を築いていきます 2017

年 8月 6日 子ども代表広島市立大芝小学校 6年 竹舛 直柔 広島

市立中筋小学校 福永 希実」 ありがとうございました。 

事務局：ありがとうございました。それではこれより議事に移らせていた  

だきます。ここからは、子ども健全育成施策検討委員会条例第６条

により、進行は番條会長にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

 

４．協議事項 

（１）第二次 伊賀市子ども読書活動推進計画平成 29年度計画について 

 －事務局より平成 28年度計画（活動単位毎）の説明－ 



活動単位①家庭について 

会長：ありがとうございます。 

   今、家庭というところで説明がありました。何か質問はございません

か。 

委員：指標がここには載っているのですけれども、多くのページの指標が 

回数ということになるのですが、実際開催された回数はよく理解でき

るのですが、どれくらいの参加率というのか、どれくらいの人が集ま

っているのか、またどれくらいの利用があるのかについて、全部は今

時間がないので特徴的なものがあればご紹介いただきたいのですけ

れども。 

事務局：大体一回につき 20人くらいの参加者がありそうです。  

委員：どうしてこのようなことを聞くかといいますと、私たちの小学校です

けれども、図書館でいろんな授業を組んでいくと、授業は組むけれど

も子どもの集まりや参加率とかがやっぱり伸びないという悩みを抱

えている。ですから、実際に回数とどれくらい集まられているのかと

いう興味があったので聞かせていただきました。大体、20 人くらい

ですね。 

事務局：大きなイベント的なものには 50人超えるような感じになります。 

  委員：メンバー的にはどうですか。いつもの方といいますか、常連さんな

どですか。 

事務局：常連さんも参加されていますし、アナウンスで呼びかけるので、そ

のとき館内に来館された方などが参加してくれます。 

委員：よくわかりました。ありがとうございます。 

会長：他に何かありますか。 

委員：6P で具体的方策ですが、「子ども読書の日」や「文字・活字文化の

日」、「読書週間」が何月何日ですかというのを教えてほしい。 

事務局：「子ども読書の日」が４月 23 日です。「子ども読書週間」は４月 23

日～５月 12 日となっています。「秋の読書週間」は、10 月 27 日～

11月９日まで。「文字・活字文化の日」は 10月 27日です。「家庭の

日」 は毎月第三日曜日となっています。冊子（第二次 伊賀市子ど

も読書活動推進計画）に載っています。 

委員：28年度の実績値と 29年度の目標値ですけれども、実績値よりも目標

値のほうが下回っているところがいくつかあるのですが、28 年度の

目標値も同じような 29 年度と同じ目標値にして、実績値としては大

きく上回ったものでこの実績値になっているのか、もともと下げたの

かというところがわからないのですが、そのあたりのことについて教



えてください。例えば、５Pの図書館便りを発行して親子で楽しめる

本を紹介するところですが、28年度実績値は 22回となっているので

すけれども、目標値は 12 回と大きく今回は下回っているのですけれ

ども、これはどういうことですか。 

事務局：昨年度は、社会事業推進経費という別の予算をつけて別途事業をし

ていました。それが今年は引き続き違う事業として継続してやって

いるのですが、やはり同じだけのことが難しいという中で、少し目

標値としては戻させていただいたところがございます。 

会長：予算的なこともあってということでしょうか。 

事務局：出口さんの公演などの事業は今年はできませんので、その辺は減ら

させていただいております。 

委員：ひとつは、評価基準ですが、目標があって目標どおりに達成できま  

したというのと、100％。ですから評価基準の最初のところの５、120％

以上は出ないと思うのですね。どうしてこのような設定をされている

のかということ。もうひとつは、健康推進課が行っています３Pの２

行目、６Pの３行目。目標値が 100にならないのはいろいろな個人の

事情があるのはわかるのですが、この内容的にも赤ちゃん訪問の時と

１歳６ヶ月定期健診があって、目標値の差は前回の実績値からこの目

標値を設定されたと思うのですが、健康推進課とはどのような連絡を

取り合っているのかということと、目標の設定は健康推進課が決めら

れたということでしょうけれども、ほんの数パーセントしか差が出る

のはなぜか教えてください。 

事務局：評価基準の設定ですが、当初にこのような目標の達成ということで、

審議会の委員さんにお答えさせていただいて決定されたものだと思

います。取り組みができたということで、95から 105％ということで

されていて、その上下という評価基準を設定されたということだと思

うのですが。 

委員：この中で、一番いい評価は。 

事務局：120％以上ということで、十分に取り組みができたということになっ

ているのですが。 

委員：これでの評価は、４が一番最高点ですということになると５の項目

はいらないですね。 

事務局：そうですね。 

委員：もしくは、項目によってこの評価は５分類ですという区別が多分出

てくるはずです。人数としても。この資料からは読み取りにくいの

ですが。どちらかに統一されたほうがいいのではないでしょうか。



見る側が評価の仕方や見方を変えなさいという答えが出てくればそ

れはもうかまいませんが。人数であったり。 

事務局：回数などで減らしているのがありますので、100 を超えるものはも

ちろんありますけれども、120を超えているものもあります。 

先ほど、図書館の取り組みで逆に今年減っているご質問がありまし

たけれども、去年特別に別に予算がありましたものでそれで十分な

取り組みができたということで、昨年力を入れてやっていただいた。 

図書館便りの発行やイベントも多く、先進地図書館への見学等も行

くことができ、菰野図書館に行って子どもたちから意見をもらう取

り組みなどもありました。 

委員：この４番は、効果が、取り組みが十分できたと。５は期待以上の効果

ができたと。 

事務局：これは計画なので。今はまだ実績ではない。この評価については、

５は 120％以上ですので。 

健康推進課の目標等に関するところについては、健康推進課に確認

をしたいと思いますが。 

委員：中間途中で連絡を取り合っているなどですか。協力するところです

か。それとも、独立して推進課は推進課でやって。結果だけを聞いて

いると。 

事務局：図書館とはカレンダーなどを検診時などに渡させてもらう分はありま

すが。 

委員：連携してやっているということですか。 

事務局：はい。例えば、先ほどお話のありました、上野図書館が図書館便りの

発行や親子で楽しめる本の紹介をして楽しんでいただくということ

で、昨年度は目標値を 15にしてあったのが 22できたので、目標の達

成の評価については目標の５という 120％を超えているという昨年

度評価が出ています。読書活動、読書の日、文字の活字のところで、

市民生活課がしておりますが、これも目標が２回だったのが３回でき

たということで十分できたということで５がついていたり、上野図書

館が子どもの読書の日や読書週間という啓発というポスターやいろ

んな広報をしたということで12回行うところを18回して５という評

価が出ていたりで、例えばこの単元であればそういうような評価をし

ている分もあります。いがまち公民館も児童図書の充実を行うという

ことで 130冊を 180冊入れまして５の評価等です。そういったかたち

で、今回計画ですのでそこまで出ておりませんので、３月の時点で皆

さんにはご紹介させていただきますので、ご理解くださいますようお



願いします。 

 

活動単位②地域について 

会長：何か質問はございませんか。 

委員：小学校の読み聞かせに行っておりますが、上野図書館の絵本コーナー

のところですが、作者名で並んでいるのではなく、作家、絵のほうで、

絵で書いた 50音で並んでいまして、すごく読みたい本が見つからない

というのが私たちグループの中にも出ております。蔵書の関係もあろ

うかと思うのですけれども、大山田のほうでは作家名でおそらく並ん

でいると思うのですが他のところはあまり利用していないのでわから

ないのですが、その辺のところはどういった配慮がされていますでし

ょうか。蔵書の関係かどうかということや、見やすさや探しやすさで

そうゆうふうに並んでいるとかいうことがありましたらお知らせ願い

たいのですが。 

事務局：絵で並んでいるというのはどういうことでしょうか。 

委員：絵本というのは、作者と絵との人が同じであったら作者名で並ぶとい

うことですが、絵と文章が違う場合があり絵のほうの作者の名前で上

野図書館側は並んでいる。そうすると、作者名のほうでこの本がほし

いなと思っていてもその本のところに行っても無いということになる。 

事務局：なぜか確認します。 

会長：大山田も一緒だと思うのです。絵本は絵を描いた作家さんで、作家さ

んが例えば長谷川義史なら「は」で絵本は「E」なので「Eのハ」で配

置しているのは大山田も島ヶ原も阿山もいがまちも上野さんも全部一

緒です。一般書は小説とかは書いた人の作家さん、例えば宮部みゆき

なら「913.6 み」で出ます。絵本と一般書は分類が違うので、絵本は

多分絵を描いた人で出ています、どこでも一緒です。もしわからなか

ったら、図書館へ行って司書さんに聞いて探してもらうのが一番手っ

取り早いと思いますので、それはどこも統一されていますので、多分

勘違いされているのかなっと。絵本は絵を描いた人で分類させてもら

っていますので。市内は絵を描いた人で分類させてもらっています。 

 委員：行政は市民にサービスというのは均等にするように努めてくれている

と思うのですが、図書館に関しましては特に島ヶ原の分館ですけれど

も、在庫が極端に少ないというのは皆さんお分かりのこととは思うの

ですけれども、例えば 8P ですけれども、各分館はみんな図書は購入

ですが、島ヶ原分館だけは上野図書館から借り入れるかたちで購入の

報告が無いようにずっと言っておられるのですが。島ヶ原だけは事業



体制が住民自治が運営しているということで全然違うと思うのです

が、図書室もかなり狭いようですので、何年も島ヶ原だけは在庫数が

少ないということが続いているので、少しでも毎年改善に向けて努力

していただきたい、と思うのですが。システム化ができたので借入や

返却がかなり自由になり便利になったと思うのですが、在庫がたくさ

んあるということは選書ができやすいということもあると思います

ので早急に予算のこともあると思うのですが是非にでも改善してい

ただきたい。これは要求なのですが。あまりにも在庫数が少なすぎま

す。 

 会長：改善していく方法はあるのですか。 

事務局：今日は島ヶ原の館長さんは欠席されていますが、ここにも書かさせて

いただいたように、準新刊、上野で新刊入れてその後というのはでき

るだけ新しい本を見ていただけるように予算少ない中ですけれども

工夫としまして、司書さんのほうで地域で読んでいただいたらいいな

と思う本を選りまして、一定期間島ヶ原だけを別に新しい本をお届け

して一定期間地元で読んででいただけるような方法で今のところ実

施させていただいている状況です。潤沢に購入できればいいのですが、

なかなかできない部分もありますので、このような方法で、引き続き

実施させていただきます。 

  委員：順次増やしていただくようにお願いします。 

事務局：選書する本の中で考えさせていただきたいと思います。 

 会長：期間を切って、半年なら半年。何ヶ月などの期間で実施しているので

すか。 

事務局：もっと回転させてます。 

会長：ということは、期間が過ぎたら。 

事務局：全部持って帰ります。そして、新しいのを組んで持って行かさせてい

ただくというかたちでローテーションはしていますので。 

 会長：購入分というのは全然無いわけですか。購入部分というのは。 

事務局：島ヶ原も購入はされています。 

委員：ここに書かれている冊数は、借入冊数ですね。島ヶ原だけは。他は購

入冊数ですね。 

事務局：島ヶ原は昨年 76冊本が増えています。 

 

活動単位②学校 

会長：学校等について提案していただきましたが、何かご質問ございません

か。 



委員：３点お伺いしたいといいますか、意見もあるかもわかりません。1 つ

は 34P の学校図書館資料の整備のところに不足率により予算を配当と

なっています。昨年は、神戸小学校に勤めているのですが、図書の本

をずっと見ていくと資料がやたら古いのです。まだ、ドイツは西と東

に分かれていますし、ロシアはソ連です。「これ捨てなさいよ…。」と

担当者にいうと、「これを捨てると本がなくなってしまう。」「購入すれ

ばいいやん。」「不足率が充足されると予算がつかない。」「何を時代遅

れのこといっているの。新しいのは新しいので入れていかないといけ

ないし、充足率超えてもかまわないやん。それが僕らの努力なんやか

ら。」ということで、特に新しそうな資料については閉校になった学校

からたくさんいただいてきました。神戸にあった古いやつ全部捨てて、

なぜか古山小学校の本がいっぱいあったり。花垣小学校の本がうちの

図書館にいっぱいあったりしています。それでもまだ新しいのです。

だから、その不足率を言い出すとそういうことが起こってくる。だか

ら、難しいところもあるかと思うのですが、新しい本を除いてもう努

力して冊数増やしたところは、加味せずに図書購入にさせていただけ

たらと考えます。そのあたりの事務局のお考えをひとつ。それから一

番課題に思っているのが、県内の学校で司書が関わっていないのは伊

賀市だけだと思います。例えば、他の市であれば学校の予算、職員と

して司書を配置していたり、３校で一人司書が配置されたりしていま

す。それから小さい町であっても町の図書館司書の方が学校に定期的

に入って図書の整備や学校の授業のお助けをしてくれています。特に

大台が積極的にやっていると思います。そういうことが伊賀市では全

くなされていないのでそのあたりの計画というのか、今後どういうふ

うに考えていかれるのか聞かせていただきたい。それから、３点目に

読み聞かせなんですが、読み聞かせグループで活躍されている方もお

見えなんですが、私どもの学校へも読み聞かせグループがいがまちか

ら来ていただいています。すごくすばらしいです。本当に、去年から

来ていただいているのですが、来ていただいてよかったな。子どもた

ちもすごく喜んでいます。で、ふっとこれを見てみると、例えば青山

の支所で読み聞かせグループで活動されている方はきっと青山小学校

とかには行かれていると。それから青山の幼稚園・保育所には行かれ

ていると思うのですが、ここに載っている回数というのは大体小学校

や幼稚園・保育所の回数になると思うのです。ただ、旧上野というこ

とで見るとそういう関わりが非常に薄いのでこちらから学校のほうが

よっぽどアンテナ張って来てもらうようにしないとそういうつながり



が少ないように思います。特に今年、神戸の保育所から上がってきた

子どもの家庭における読書の体制を見てもほとんどが家で本なんか読

んでいません。やっぱり、小さいときから、ブックスタートの話がさ

っきもありましたが、小さいときから積み重ねてやっていくことが読

書の継続的につながっていくのが多いと思います。そういった面での

読み聞かせグループの連携で今のままで果たしていいのか。ほんとに

やってくれているところは身近にどんどん来てもらっているけれども

そうでなければ全く抜けてしまう状況もありえるような気がするので。

かなり質問というより意見が多くて申し訳ないのですが。そのあたり

の読み聞かせグループの育成や連携の強化に結びついて、やはり全部

の学校と全部の保育所・幼稚園と結びついていくことがやっぱり大事

ではないかと思いますが。そのあたりいかがでしょうか。 

 会長：予算の配当の仕方というか、予算の配当について。司書さんの関わり

方。読み聞かせグループの連携の仕方という、その３点についての質

問等意見等でしたが。 

事務局：まず、1 点目の図書に関わる経費。学校配当ですけれども、今現在配

当させていただいている状況といたしましては、備品購入費という品

目で各学校へすべて配当させていただいております。その中で、充足

率が、充足しているからその経費が計上してないよというようなこと

ではなくて、まず基本的な算出方法といたしましてそれぞれの学校へ

均等に割らさせていただく分が 30％。それから、生徒数に応じまして

配分させていただいている分、これが 40％。ということで、この部分

で新しい新刊を買っていただくということはそれぞれの学校で可能

だということになっています。残りの 30％については充足されてない

学校で優先させていただいて傾斜配分をさせていただいているとい

う経費で当てさせていただいているのが現状でございますので、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

上野図書館です。司書さんですけれども、市の職員さんではありませ

ん。上野図書館の業務として各学校へブックトークでお邪魔していま

す。昨年も 12回ほど行っています。5月 1回、10月が 4回、11月が 4

回、1 月が 3 回。そういったかたちでやってはいるんですけれども、

学校の図書室の業務まで行けないのが現状でして、委託業務で無い業

務になってしまいますので、今のところ難しい状況です。市の職員で

そういう人がおれば、そういったお手伝いもできるのかなぁと思いま

す。それから読み聞かせの方ですけれども、いろんな地域の方の連絡

といいますか、うちに集まっていただいていますので、連絡など取り



合っています。ただ、そのエリアを越えて読み聞かせに行くとかそこ

まで活発になって、できるかといえばそういうとこまではまだなって

ない現状です。 

委員：ありがとうございます。できれば業務内容を見直して司書さんに来て

もらえるとありがたい。 

事務局：市職員でいますと可能かなぁと思いますけれども。大台のお話も町の

職員だと思います。 

委員：市町の職員かどうか分かりません。別に毎日来ているわけではなく図

書館の休館日に割り振りして回っていると言っていました。制度で回

っている。みんないつ休んでいるのかわからないですけれども。校数

もそんなに多くないので。決められたところに決められた月一回や二

ヶ月に一回など定期的に回られている。きっとそういう市町多いと思

うのですけれども。 

事務局：補足でもありますけれども、前回議会でもそのようなお話がありまし

て、司書の関係ですけれども、司書を直営といいますか市の職員とし

て特別配置されていません。司書を置いておくというのは大事だとい

うことで、司書を雇用しようということで、教育委員会としては考え

ております。その後、契約で縛られた部分で動いてもらうよりも広が

りますので、その中で図書館としても司書さんが学校に行っていろん

な司書の仕事をさせてもらうということも可能であるという話はさせ

てもらっています。確かに、司書教諭を配置していくというのは大事

な話ですのでそういったことも十分認識をしながら進めていまして、

今のところ予算の問題等ありましてなかなか配置できていかないので

すが、図書館とその辺は連携を取って学校のほうに動けるような体制

をとりたいということは図書館のほうでも考えてはいただいておりま

すので、そのようにご理解いただきたいと思います。 

委員：読み聞かせのグループですけれども、私は友生小学校と三訪小学校へ

行かせてもらっていますが、大きな「よもよもさん」や「いがぐりさ

ん」は団体で各小学校へ行かれていると思います。友生小学校や三訪

小学校へも行っております。全部、口コミです。口コミで行かない？

と声をかけられてグループに入らせてもらったり、その曜日だけ行か

させてもらったりしています。多分ですけれども、学校側から来てく

ださいとかいうことが無い限り私たちのほうからアピールがちょっと

できないのかなと思ったりもします。というのは、ガソリン代も何も

出ません。図書館で設立されたグループではないので横の連携全然無

いのですけれども、友生は特に学校も応援してくれていますし、学校



便りの中にも書いていただいたり、写真も年度初めに撮ってもらった

りしていただいております。地域でも見守っていただいているという

のがすごくわかりますし、三訪小学校でも私たちが行くと喜んでくれ

ているという生徒さんの姿も見れてすごく励みになっております。そ

ういう事情が少しあるかなと思うのですが。 

委員：やはり口コミでないと入ってこないのですね。例えば、今の学校に私

が赴任したときは何もやっていなかったのです。それがすごく不自然

で、前任校は府中でやってもらっていました。今はその口コミでやっ

てもらっていましてすごく子どもたちも喜んでいます。でもその口コ

ミが無かったら結局誰も来ないという状況ですよね。学校のアンテナ

の張り方も問題あると思うのですけれども。学校に対して押しかけて

行っていただけるような何かそのような連絡の仕方。こういうグルー

プがあってここへ言ったら土曜の一限目行ってあげるよと言っている

よというそういうのが情報としていただけたらありがたいし、できた

ら保育所もどうなっているかわからないんですけれども、小さいとき

からそういう関わりを持っていただけたらいいかなっていうふうに思

います。 

委員：「よもよも」の名前をあげていただきましたが、「よもよも」のグルー

プとしてはボランティアティーチャー、教育委員会ですけれども、登

録…？ 

事務局：説明させてもらいます。申し訳ないです、図書館からも情報があまり

発信さてれ無いということかなぁと思います。図書館にはボランティ

アグループさんの全体を把握したかたちでいろんな連絡先を持って

くれていますしその図書館の中で読み聞かせグループを育成もして

いただいていますので年々増えているかなぁと思います。そのグルー

プの取りまとめもグループのほうでしていただいておりますので情

報は図書館に集まるようになっています。教研センターのほうでボラ

ンティアの登録をしていますのでそこへお問い合わせをいただくと

その紹介をしていただけるというようなスタイルをとっています。教

研センターは手をあげていただいた人しかできないのですけれども、

図書館のほうは読み聞かせグループの育成ということで新しいグル

ープもできてきたり読み聞かせに興味ある方が読み聞かせの勉強会

をしたりの取り組みもしていますので、そのような中で図書館の情報

を発信していかなあかんのかなぁと、今のご意見を聞かせていただい

て思いますので館長の方からその辺の取り組みについて。 

   （上野図書館長）各支所順番でボランティアさんの研修もこれまでや



ってきました。一巡してこれからどうしようかなという状況ですが。

ボランティアさんのまとめさせていただいているところについて、把

握しているところについては連絡も取らせていただけるようにもしま

すので、学校のほうから教えていただいて連絡を取らせてもらいます

のでご活用いただければと思います。 

委員：せっかくこうして読書精神を謳っているのにとても残念というか。 

学校によって温度差がありまして。こんなに読み聞かせが大事だとい

って話をしているにもかかわらず授業の時間が取れないからというこ

とで読み聞かせの時間が減らされてという学校がいくつか「よもよも」

が行っている学校でありまして。今、土曜授業があります。そこで読

み聞かせということになりますと、どこの学校さんも土曜日にとなり

ますとグループの中でもそんなに人数もいませんし、ひとつのグルー

プですとひとつの学校も一気に全部回れませんので、他の学校さんに

も他のグループさんも回っていただいていてもやはり数が限られてき

ましてどうしても重なっている。３・４校よもよもも行かせてもらっ

ていますけれども、一度に予約がありますと残念なことに曜日を変え

ていただいたりとかお願いするとそれでは特別の時間が確保できない

ということになりまして、今まで月曜から金曜までの間で確保させて

もらっていた読み聞かせの時間がそこをやめて全部土曜日ということ

なので、土曜日、第三土曜はそこに入れたいという学校さんの思いも

わかるのですが、それは違うとこで考えてもらってでも何とかならな

かったもかなぁと。子どもさんは喜んで楽しみにしているのに、こち

らも残念だし子どもさんにも気の毒かなぁという思いがありまして、

そこらへんも各学校で検討できないのかなぁと思いました。何とか「う

ち読」を推進というか広めてほしいと言うと、図書館さんのほうから

「うち読」のポスターを作っていただいて。多分ちょっとずつ広まっ

ていると思うのですけれども。「うち読」もまた学校でもそういう方向

でどんどん進めて行ってくれればうれしいと思うのでよろしくお願い

します。 

会長：ありがとうございます。先ほど言っていただいた司書の雇用について

は、何年度からとかというのは。具体的にはまだ無いのですか。 

事務局：教育委員会としては極めて早くしたいのですが、なかなかその募集や

いろんなかたちで課題もありますので何年とは今はっきりと申し上

げられないですけれどもその方向で考えているのは考えています。た

だ、今、市の方としても南庁舎の活用の関係もあって、図書館が非常

に揺れているという状況があります。まだ、教育委員会としての方向



性は出してはいるのですが図書館のあり方がその中でしっかりと取

り組んでいるのかということが今のところはっきりとまだ申し上げ

られる状況ではありませんので、はっきりとした中でそれも一緒に進

んで行くと考えています。 

   会長：ありがとうございます。他に何かございませんか。 

委員：今更ながら申し訳ありませんが。資料の見方で教えてほしいいので 

すが。29年度までの累計または 29年度の目標値とあるのですけれど

も。これはどう見たらいいのですか。 

事務局：この意味ですが、29年度までの累計ということでまたは年度目標値。

29と書いてあるのが間違いでして、この欄というのは当初立てられた

年度目標値であります。そこに当初に計画された時の年度目標値があ

りまして 29というのは消していただきたいと思います。 

会長：当初ということは 25年度でしたか。 

事務局:そうですね。25年度。当初に立てた年度の目標値でございます。 

 会長：目標値のところだけが 25の間違いということですか。 

事務局：29を消していただきまして、「29年度までの累計または年度目標値」

というふうにしていただいたら。計画をしたときに毎年これくらいの

数値でやりたいというので年度の目標をそれぞれ定めてもらって累

計で書くかあるいは一年間でこれくらいの目標ということで資料と

して出してあります。策定時に毎年これくらいずつやっていかなあか

んなということでやっているのですが、予算もありますしいろんな諸

条件で変わってきますので年度目標を設けた欄を切作って年々変更

していますのでそれを示すようにしてあるということで理解いただ

けたらと思います。 

委員：例えば 34Pの１行目ですと、年度の最初は 31件くらい 31箇所くらい

やりましょうということであったけれども、実際平均としたら 28 年

度の実績としては 13 くらいなので目標が高かったので実績ベースに

あわせて 29年度は 17にしたということでしょうか。 

事務局：そういう見方をしていただいたらと思います。 

会長：他にご質問はよろしいですか。 

委員：34Pとこちらの子ども読書活動推進計画もですが、総務省の地方財政

措置のことだと思うのですが、学校図書館図書整備等 5か年計画が正

式名称ですので、「等」というのを入れていただいたほうがいいのと、

今第 5次、今年から始まっているのですけれども、そこで図書館に対

して 220億円単年度で図書の整備にお金が当てられていますし新校配

備についても 30 億円単年度で予算措置がされているのと、先ほど学



校司書の話も出ていましたけれども 220億円の財政措置がありますの

でその辺りも含めてお願いできたらと思いますのでよろしくお願い

します。 

事務局：今のお話十分わかっております。例えば図書館の経費は今の 10万人

都市であればですね交付税として 1600 万円くらいの国からの交付税

措置がされることになっておりますけれども、図書館については伊賀

市については 800万円程度しか予算が出ておりません。これは交付税

というかたちでやってきますので、図書事業全体で使っているので、

本だけにその分がなかなか行かない。人件費の部分もあわせてなかな

かいかないということもあって、財政当局に話をしますと、財政当局

もう一度盛り込んでみようと話はするのですが。実際に見える分には

なかなか今のところ措置ができてないのが事実です。これについては

毎年財政当局の方にもこの旨を申し上げながら要求はしております

ので、本年度も同じようなかたちで財政当局のほうにはしっかりとや

ってもらえるように話はしていきたいと考えています。 

会長：他によろしいいでしょうか。無いようですので、それでは全体を通し

てもし言い忘れたわというようなことがありましたらお願いします。 

委員：図書館でここ数年ナイトライブラリィーや市民憩いの場として学習 

したり読み聞かせコーナーを設けたり大変努力してくれているのは

本当にうれしいと思っております。これからもだんだん続けていって、

今までですとあまりそういう努力というか前年度の踏襲みたいなの

があったけれども大変うれしく思います。そこでひとつ新聞で見まし

たが、福袋ありますよね。ある図書館へいったら、図書館が貸し出す

福袋があって、図書室入っていくとカウンターに福袋が置いてあって、

そこには何歳用何歳用と書いて三冊くらい本が入れてある。うちの子

は５歳なのでこんな読んでいるけれどもよその子はどんなんを読ん

でいるのだろうとか、ものすごく興味があって。今度行ったらどんな

ん入っているのやろうとどきどきするらしいです。いいかなぁと思っ

て。参考に思って。 

事務局：それを変えていくわけですか。貸し出し用にセットになっている。 

委員：本当にどんなん入っているのかなと。楽しみやなぁと。そういうドキ

ドキ感、ワクワク感が子どもの読書を欠きたてるみたいです。年齢順

に、男の子用、何歳用など。ほとんど子どもさん用なんですけれども。

小さいときから読書に親しむというのは大事です。いい機会と思いご

紹介させていただきました。新聞持ってきましたので、また見てくだ

さい。 



事務局：帰りに見せてください。イベントで言いますと、今日から伊賀鉄道  

の 10 周年の展示していますのでご覧ください。土日は図書館の中で

鉄道模型を走らせていますので。子どもさんやお孫さんお見えの方は

ご周知とご来館をお願いします。 

 委員：今、全国的に絵本が見直されていまして大人も絵本で癒されるという

一種のブームみたいになっております。私もあるところで大人向けに

絵本を読む機会があるのですけれども、感動したといった感想いただ

いたりしております。図書館さんのほうもストーリーテリングとして

は大人向けということで把握されているとは思うのですが絵本に特

化して大人だけ呼ぶのは難しいところがあると思うのですがしてい

ただいたらいかがでしょうか。絵本でこんなに癒されるんなら子ども

にも読んであげようという気にもなってくるのではないのでしょう

か。よろしくお願いします。 

委員：福袋の件につきましては、大山田図書室で少し福袋の企画を考えてお

りますので、上野の図書館さんにも相談させてもらいたいとは思いま

すけれども。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。 

会長：他によろしいいでしょうか。長い間ありがとうございました。 

事務局：スムーズな進行ありがとうございました。最後にその他のところでご

連絡をさせていただきます。「輝けいがっ子憲章」について少し説明さ

せていただきたいと思います。「いがっ子憲章」ですけれども、伊賀市

の子ども健全育成条例に基づきまして子育てや子どもの健全育成の指

針とするために平成 17 年の 11 月に策定された憲章でございます。こ

の審議会におきまして子どもたちの健全育成を推進するための諸施策

を講評していただくこととなっておりまして、この憲章を変更するも

のではないのですがこの機会に憲章のほうのご確認をいただきたいと

思い、出ささせていただきました。この憲章につきましては、毎年人

権啓発にかかる企業・事業所訪問時に周知啓発をしたり、公民館事業

や青少年健全育成事業で啓発をしています。先ほども次長の方から話

がありましたが、本年度が計画の最終年度となることから成果を検証

するために、前回平成 24年度ですが同じ内容で比較をするためのアン

ケートを実施しました。現在アンケートを集計しております。アンケ

ートが集計できましたら委員の皆様にお示しをさせていただきたいと

思っております。今後、成果と検証をまとめていきまして時期の計画

につきましては今後また検討していきたいと考えております。以上で

ございます。 

会長：ありがとうございました。 



 

 

閉会あいさつ －生涯学習課長－ 

 

    長時間、熱心にご審議いただきましてありがとうございました。本日

いただきましたご意見を踏まえ各課において本年度の事業を進めてい

きたいと考えております。これで第１回子ども健全育成施策検討委員

会を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございま

した。 


