
 

 

 

 

 

第６章 地域実態調査（１） 

愛知県・三重県市町村読書教育についての 

インタビュー調査 
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第６章 地域実態調査(1) 

愛知県・三重県市町村読書教育についてのインタビュー調査 

 堀川 照代（青山学院女子短期大学） 

 根本  彰（東京大学） 

 崔  英姫（東京大学） 

 

１．はじめに 

 5 章において、2010 年度に実施された文科省の全国調査を再分析した結果が「熱心さ」

という形で示されている。その「熱心さ」の上位に三重県や愛知県の自治体が多く見ら

れたことから、この両県への訪問調査を 2012 年 6 月に実施した。実際に訪問したのは、

愛知県の岡崎市、幸田町、一宮市、小牧市、稲沢市、三重県の津市、松阪市と両県の教

育委員会である。これらのほか、現在、学校図書館活用教育で注目を浴びている島根県

東出雲町（2011 年 8 月 1 日に松江市と合併）についても調査した結果を加えて、本章で

は、8 市町村の子ども読書活動の推進について紹介・考察する。 

 

２．愛知県教育委員会 

訪問日：6 月 20 日（水）午後 4 時から 4 時 50 分  
対応者：愛知県教育委員会生涯学習課主査（生涯学習推進グループ）鈴木敏夫氏（計

画策定の年の 2009 年 4 月に着任、その前は県立高校教諭） 
 

 まず、県レベルの子ども読書活動推進計画の難しさについて議論した。生涯学習と学

校教育の双方にかかわるが、多くは生涯学習関係に位置づけられ、教育行政的には学校

教育のところに手をつけにくいということである。また、愛知の場合は、図書館が愛知

芸術文化センターという知事部局のもとにあり、教育委員会にないので余計やりにくい

ということが語られた。 
 次に、県教育委員会の読書推進は全体的な調整が中心であり、県レベルの読書活動推

進において直接関わる県立高校がどのようにかかわるのかについては明らかになって

いない。中高生に読書時間がないことは明らかであるが、高校レベルの推進計画は前面

に置かれていない。 
 市町村で推進計画を策定したところは 60％程度。積極的にやっていると思われるとこ

ろは岡崎市や一宮市であった。一宮市は、学校図書館と公共図書館の共通の図書カード

を発行している。 
 子どもの読書活動優秀（実践校・図書館・団体（個人））の文部科学大臣表彰につい

てであるが、それぞれの担当部署で自薦の学校、図書館、団体の名乗りを上げてもらい、

担当部門で調整して文科省に出すもの。ちなみに昨年度は、清須市立清洲東小学校  名
古屋市立比良西小学校、蒲郡市立大塚中学校、一宮市立子ども文化広場図書館、  紙芝

居の会、 原昌氏が受賞した。 
 最後に、読書教育についての個人的意見をということで話していただいた。読書は長

期的には重要な知的な力の源になるが、短期的には評価しにくい。だから、学期毎の成
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績評価や受験などで成果をはっきしなければならない学校教育（とくに高校教育）にお

いては積極的な対応がしにくい。それと親の役割が大きい。 
 
３．岡崎市立中央図書館 

訪問日：6 月 21 日（木）午前 9 時～10 時 30 分 

対応者：図書館長野田元陽氏、資料提供サービス班主幹三宅知子氏 

場 所：Libra 岡崎市図書館交流プラザ 

 
 岡崎城の北側の再開発地域に平成 21 年度にできた新しい施設。隣がショッピングモ

ールになっているが、そこからデパートが撤退したということがあり、市の北側の新た

な再開発拠点になった。なかは巨大な建物に、中央図書館、市民活動支援センター（情

報収集提供、市政情報コーナー、会議室調理室など）、文化創造（ジャズコレクション

展示室、岡崎むかし館）、交流スペースなどが配置された複合施設になっている。 
図書館はそのなかの中心施設で 8,000 平米あって自動化書庫をもつ。1 階がポピュラ

ー図書館で、NDC から利用が多いと思われる特定の分野を切り出している。使いやすい

雰囲気とゆったりしたスペースが用意されている。1 階の子ども図書室はいままで見た

児童室のなかで一番大きい。乳幼児連れの母親のための支援ボランティアが 2 名常駐し

ていた。地階はレファレンス図書館で、それ以外の図書を NDC 順に並べており、大学図

書館の雰囲気。全体として今つくる図書館のなかでは 高の施設面の充実と利用しやす

さを追求した図書館と言える。 
 
①子ども読書活動推進計画については、オーソドックスな手続きに沿ってつくられた。

アンケート調査など一部は外部に委託している。 
②予算的には、新図書館の設置に合わせた仕掛けと相乗効果があってこの計画に寄るも

のかどうかはわかりにくい。 
③中央図書館の児童サービスは正規職員が 1 名プラス嘱託 2 名で運用。ボランティアの

支援員が母親の利用等を支援できる体制を組んでいた。このときは 2 名待機。児童室

は上に書いたように極めて広く、それと別にポピュラー図書館にティーンズコーナー

が置かれている。 
④ブックスタートは、保育士資格をもった職員を 2 名再任用して、ゼロ歳児のポリオ予

防接種（月に 8 回ほど）の際に、1 回に 2～30 名の親子に読み聞かせの実演と本の手

渡しをおこっている。まだ始まって間もないがこれらの効果は図書館でも感じられる。 
⑤学校図書館については支援員制度があり、小学校 24 人、中学校 7 人が担当している。

週 3 日、12 時間、時給 1,000 円。「緊急雇用創出事業」（平成 22 年度）で雇用。岡崎

市全体で 66 校あるので全校配置にはならない。

（http://www.city.okazaki.aichi.jp/appli/11/2011/html/201105060010050000.htm）

図書標準には達しているが資料の廃棄が進んでいない。（「学校司書の 初の仕事は

古い本を廃棄すること」まだその段階のしごと） 

⑥まだ学校図書館システムが入っていない。  
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全体的に、新しい大型中央図書館を事務局とした児童サービスは充実しているし、ブ

ックスタートと組んだ乳幼児と母親を対象としたものに力が入っていることは確かで

ある。ただ、学校図書館の図書館サービス体制をつくることや学校図書館との連携は十

分ではないと思われる。 
 
４．幸田町立図書館 

訪問日：6 月 21 日（木）11：00～12：00、12：30～13：30 

 対応者：町教育委員会生涯学習課生涯学習グループ（課長補佐 吉本智明氏） 
      幸田町立図書館（幸田町文化振興協会会長 山田恭二氏、幸田町文化振興協

会幸田町立図書館館長 伊藤秀雄氏、幸田町文化振興協会図書館グループグル

ープリーダー 内藤美貴子氏） 
 

（１）町の概要 

愛知県の中南部に位置し、名古屋市から 45km 圏内にあり、岡崎市と西尾市など接

している。面積は 56.78k㎡で、人口は 38,461 人（平成 24 年 8 月）である。中部工業

団地を含む多数の工業団地が造成されており、デンソー幸田製作所、ソニーイーエム

シーエス東海テック、王子チヨダコンテナー、パナソニック電工、日軽エムシーアル

ミ幸田工場などが操業をしている。 

いわゆる平成の大合併の時期に、岡崎市との合併協議が行われたが物別れに終わり、

平成 18 年に額田町が岡崎市と合併したため、現在幸田町は、額田郡を構成する唯一の

自治体になっている。 

 

（２）子ども読書推進計画 

幸田町の子ども読書活動推進計画は、町教育委員会の生涯学習担当課が担当してお

り、平成 22 年から概ね 5 年間の計画である。 
計画の策定委員会メンバーは、町立図書館を中心にして、学校図書館、保育園、幼

稚園、家庭での読書教育を考慮しての PTA、家庭教育学級（小学校で開催）の役員か

ら構成され、学校・ボランティアなど実際の現場の人々を作業部会に加わって、現場

の声を反映するようにした。町としての特化し推進したものではないが、保育園・幼

稚園の保護者及び小・中学校の子どもを対象とした一般的なレベルでのアンケートを

とり、実態を把握した上で、全般的に読書の環境のレベルを上げて行こうというよう

な計画である。アンケート結果によると、1 日に本を読む時間は、どの年代も 30 分未

満が一番多く、本をほとんど読まないと回答した比率も全体的に 2～3 割を占めており、

1 ヶ月に読む本の冊数においては、幼児は 4～6 冊、小・中学生は 1～3 冊読む現況で

ある。どこの本を読むことが多いかについての回答としては、幼児と小学生は、学校

（園）図書館の本を読むことが一番多い一方、中学生の場合は読みたい本を学校図書

館や町立図書館などで借りるよりも、買うのが 8 割を占めている。この結果は、中学

生が学校図書館に行かない理由として「読みたい本がない」と答えたのと関係してい

る。 
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生涯学習課は学校教育課と一緒に事業をするシステムではないため、学校における

読書活動の現状と課題を把握することには難しさがあるが、読書推進計画の委員の中

に学校長、学校の図書主任などが入っている形で補完しており、校長会での話しを依

頼して推進することで、学校教育との連帯や効率的な運営を図っている。 
小・中学校における子ども読書活動計画の推進状況を一瞥すると、教職員全体の共

通理解を図り、司書教諭・学校図書館嘱託指導員を中心とした協力体制の確立、週末

1 冊読書の推進、町立図書館との連帯による職員間の情報交換会や学校読み聞かせボ

ランディアの支援などのネットワークの構築がある。また、学校図書館においては、

自由な雰囲気で読書を楽しむことができる学校図書館としての環境設備の充実、町立

図書館の除籍資料を学校図書館の蔵書として活用できるような体制の整備、図書標準

冊数の充足率 UP に加え、魅力ある学校図書館にするため、各校の蔵書管理を継続的に

行い、新しい図書を計画的に購入することなどに取り組んでいる。このような取組と

関わって、町教育委員会の生涯学習担当課の担当者は、「司書教諭は町の全学校に配置

されているが、図書館の専門職ではなく、副担任など教える中で学校図書館の仕事も

しているので、なかなか難しいところがある。一方、推進委員会の中、図書主任とい

う人が積極的に読書教育活動に取り組んでいる。」という状況を述べた。 
 

（３）幸田町立図書館 

 平成 23 年度子ども読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣賞の受賞。 

幸田町立図書館は、「ハッピネス・ヒル・幸田」という幸田町民の文化・健康の拠点

施設として、町民会館と町民プールと一緒に置かれており、平成 8 年に開館した。地

方自治法の改正により、平成 18 年度からはハッピネス･ヒル･幸田に指定管理者制度が

導入され、幸田町文化振興協会（任意団体）が指定管理を受け、町直営時の業務水準

やサービスレベルを維持しつつ、3 館を連帯させた新たな事業に積極的に取組、利用

者へのサービスの向上を図っている。指定管理のメリット・ディメリットに関して、

生涯学習担当課の担当者は、コスト節減の側面でメリットがあり、施設管理における

変わりはないが、実際の運営に関しては独自性を持たした方が図書館の活動において、

制約なく自由にできるという。 
図書館は町の真ん中の丘に位置して、JR 幸田駅より車にて約 5 分の距離にある。幸

田町のコミュニティバスという駅・役場・図書館など主要施設へ移動できる無料の巡

回バスが運営され、町民にとってアクセスしやすい。地下 1 階地上 2 階の建物で、半

円アーチの建物は、緑豊かな自然に抱かれた町の風景と調和している。建築面積

1,591.88 ㎡、延床面積は 2,970.67 ㎡であり、管内は回廊式に連なり、人にやさしく

て町民すべてに開かれたパブリックスペースとして設備されている。1 階は、児童コ

ーナー、児童室、おはなしのへや、視聴覚コーナー、和室閲覧室、対面朗読室、ギャ

ラリーなどがあり、2 階には、一般閲覧室、特別閲覧室、サテライトカウンター、学

習閲覧室、身障者席等がある。 蔵書数は全体 197,501 点（AV 資料含む）で、AV 資料

11,306 点、児童書は 48,139 点である。図書館全体予算は 85,071,000 円で、資料購入

費 10,450,000（図書）、2,470,000 円（AV 資料）であり、 職員数は 14 人の中、司書 1
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人である。 

子ども読書を考慮した図書館の特徴としては、子どもとその保護者・保育者が読書

に親しむための環境を整備している点を挙げられる。幸田町立図書館はおはなしのへ

や・児童用トイレ・授乳室・児童館（187.6 ㎡）が設備されており、児童コーナーと

子育て本（絵本選び、育児関連の本など）が近くに配置され、利用者からいい評価を

得ている。 

 子ども読書推進計画とかかわった実施活動は、ブックスタートの継続・充実、「子ど

も読書の日」や「子ども読書週間」に合わせて「子ども一日司書」などの図書館の魅

力を発見する事業の推進、長期休みの期間に「読書感想文教室」「子ども理科教室」の

ような読書の動機付けとなる事業の開催を挙げられる。平成 24 年度以後から実施す

る活動としては、家庭での読み聞かせのための講座の実施（保護者むけ）、児童サービ

スを専門とした職員の育成、新規ボランディアの発掘、子どもの成長・発達に応じた

内容の本を年齢別に紹介するブックリストの作成などがあり、今後の課題ともなって

いる。 

 これら以外に幸田町立図書館が主力している実践内容の中、定期的な取組としては、

第一に、アウトリーチ活動で、職員による絵本の出張読み聞かせがあり、なかなか図

書館に行く機会がない乳幼児の保護者を支援する同時に、アウトリーチの PR 効果によ

り、子どもと一緒に図書館に来館する利用者が増加する成果も得ている。第二に、子

どもと保護者向けに、絵本作家講演会（講演者：木村裕一・飯野和好・宮西達也など）

が年 1 回町民会館で開催されてきており、家庭での読み聞かせの一助となったと評価

されている。第三に、読み聞かせボランティア養成講座が平成 14 年度から年 2 回行わ

れてきて、受講者は 1 年に 60～80 人程度で、現在読み聞かせボランティア団体は 6

組がある。次に、図書館や学校と協力連携した取組では、小学校図書館利用学習会が

ある。これは町内全小学 3 年生を対象図書館の利用方法を学ぶ会で、各学校のクラス

単位で来館し、館内見学、利用学習、貸出体験等を行う。また、学校図書館への支援

活動として、嘱託指導員が学校図書館に入ってシステムの入力をしている。 

残る課題としては、これまでの実践内容は乳幼児から小学生低学年までが中心とな

っているため、読書量が減少する小学生高学年に対しての積極的なアプローチと読書

活動の活性化が必要だという。そして、児童サービスが非常勤職員とボランディアに

よる点も指摘できる。図書館では、児童サービスを専門とした職員の育成のため、児

童図書館や県図書館で研修をうけるなど工夫をしている。 

 
５．一宮市立子ども文化広場図書館 

訪問日：6 月 21 日（木）午後 3 時～4 時 30 分 
対応者：一宮市立図書館長 内藤俊和氏、 

子ども文化広場図書館副主幹 栗田基弘氏 
場 所：子ども文化広場図書館 
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この図書館の由来：平成 12 年「子ども図書館」を作ろうとする際に、競輪場にかか

わる公益事業助成金を申請するために、「子ども文化広場」と改称し、3 億円を得て市有

地に平成 15 年に財団法人一宮地域文化広場管理公社の「子ども文化広場」として開館。

開館時蔵書 65,000 点。平成 21 年 3 月 31 日にこの公社が解散して市に移管され、名称

を「子ども文化広場図書館」に改称して市立図書館の分館となった。（子ども読書を含

めた子どもに対する文化政策が競輪事業に対する緩和策となっていた。また、財政事情

により、図書館の運営が大きく変わったりすることが分かる。） 
この子ども文化広場図書館の、市立図書館としての部分はこの建物の全体の 3分の 1(1

階の子ども読書広場)である。ここではボランティアによって、絵本、紙芝居、布の絵本、

ストーリーテリングなど多様なことが実施されている。 
2 階には調べ学習室（参考図書・教材・郷土資料の類と座席）があり、クラスでの調

べ学習に対応できるようになっている。3 階には資料室（ティーンズ用資料、AV 資料）

や学習室（自習室）があって、全体として図書館機能が果たされていると言える。 
 子ども文化広場図書館で興味深いのは「児童文化教室」である。ここを会場にして、

土日にさまざまなテーマ（教科関連、読書やパソコン、郷土史等々）で教室を開催して

いることである。大人の公民館講座に似ているが子ども向けのものを図書館で開催して

いることは珍しい。これはこの図書館の設立経緯と関わりが大きい。 
 
［読書推進計画に基づく予算］ 
 学校図書館の図書購入費、司書の配置、図書館システムの整備が行われて、学校図書

館のインフラがつくられている。また、貸出カードを学校図書館と市立図書館共通にし

て、子どもたちは両方で貸出しを受けることができる。これを実施する際に個人情報保

護のために、親からの同意書をとって個人情報 DB の共通化をはかった。 
 一宮市子ども読書活動推進計画の第一次計画は平成 19 年から 5 年間で昨年度までで、

5 種類 55 の事業に分かれる。そのなかで 23 年度の予算措置があるのは次のものである。

（カッコ内の数字は金額順で上位のものの順位） 
1．家庭・地域（8 事業） 

ブックスタート事業 5,784 千円（5） 
読み聞かせ講習会（尾西）35 千円 
ボランティアへの講演会 200 千円 

2．市全体の読書事業（33 事業） 
学校図書館図書購入費 56,477 千円（1） 
図書館司書の配置   23,101 千円（2） 
子ども文化広場の資料費 7,280 千円（4） 
移動図書館運行（学校） 2,624 千円（6） 
蔵書オンラインデータベース使用料 1,602 千円（7） 
子ども文化広場図書館ボランティアグループの活動 200 千円 
Web 資料検索予約サービス事業 67 千円 
学校図書館相互貸借支援 479 千円 
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支援センターの図書資料の充実 90 千円 
児童館・児童クラブの図書資料 397 千円 
保育園・幼稚園の図書資料充実 424 千円 
ボランティアの育成講演会 200 千円 

3．市図書館・学校図書館（6 事業） 
学校図書館システム賃借料 8,795 千円（3） 

4．啓発活動（6 事業） 
5．読書活動推進体制（2 事業） 

第二次計画策定 288 千円                       
 
上記により、子ども読書関連では図書館関係、それも学校図書館関係の図書購入費と

学校司書の配置関係予算が大きな位置づけを占めている事がわかる。市立小学校 49 校、

中学校 12 校の計 61 校あるので、図書購入費は 1 校あたり 100 万円弱、学校司書（週 3

日勤務）の手当は 40 万円弱ということになる。これらの措置については、4 期務めてい

る教育長馬場康雄氏のリーダーシップによることが大きいとのことである。 
 平成 19 年度から 5 年間の読書活動推進計画がほぼ終了したので、現在第二次計画を

策定中である。これは、一次計画を評価し部分的に数値等を入れ替えたものになる予定

である。 
現在、JR 尾張一宮駅前の新しいビルの 5 階 7 階に新中央図書館の工事中、7,000 平米。

2013 年 1 月に開館予定である。豊島図書館をこちらに移転して 7,000 平米の大型図書館

をつくる。ここの 5 階で子ども向けサービスを実施する。なお、この駅前図書館は同市

の中心地域活性化プランに基づくとのこと。 
 

６．小牧市立図書館 

訪問日：2012 年 6 月 19 日 14 時 50 分~17 時 
対応者：館長 山田久氏、川合氏 計 2 人 
 

（１）概要 

市内には、小学校 16 校、中学校 9 校があり、図書標準が 100％以上の学校は、小学校

12 校、中学校 7 校である。司書教諭は全校に配置されているが学校司書の配置はない。

市立図書館から学校へ司書を派遣している。 
図書館は「象（ぞう）設計集団」設計の築 35 年の建物で、建築物として見学に来る

人もいる。建物の正面にはかなりの長さの階段があり、階段を上った所が入口となって

いるため、高齢者や身体的に障害のある人には不便であろう。 
児童コーナーは、平面的ではなく、階段の降りた部分と階段を上った部分に工夫され

た空間が作られている。YA コーナーには、「ライトノベル」と「文庫」のコーナーがあ

る。そのほか「多文化コーナー」が充実している。本館のカウンター業務は TRC に委託。

本館の一角に、巡回の「小牧教科書センター」の教科書が展示されていた。 
本館のほかに、旧教育長の方針で平成 20 年度に「えほん図書館」（0 歳～小学校低学
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年向き）が作られて今年で 4 年目である。イトーヨーカ堂が撤退した建物が生涯学習セ

ンター（複合施設）となり、そのなかに「えほん図書館」が作られた。 
 
           図 6.1 小牧市立図書館内部 

 

 

 

 

 

 

 
（２）子ども読書活動推進計画 

『小牧市子ども読書活動推進計画』は平成 18 年 3 月に策定され、「第 2 次計画」が平

成 23 年 3 月に策定された。小牧市立図書館が主体で策定し発行しているもので、推進

計画の内容は図書館が掌握できる範囲内のものであるという。推進計画策定に関わって

いるのは、教育部次長、学校教育課指導主事兼主幹、福祉課長、子育て支援課主幹兼指

導保育士、保健センター所長、生涯学習課長、小牧市立米野小学校長（図書館担当）、

ボランティア 2 名である。「小牧市子ども読書活動推進計画（第 2 次）進捗状況調査表」

が作成されており、図書館協議会に報告される。 
推進計画には、10 項目の取組が次の 4 つの基本目標のもとに掲げられている。(1)家庭、

地域、学校における子どもの読書活動の推進、(2)子どもの読書環境の整備・充実、(3)
子どもの読書活動に関する理解と関心の普及、(4)子どもの読書活動推進体制の整備・充

実。基本目標(4)のなかには、「10.子どもの読書活動推進体制の整備と子どもの読書活動

推進ネットワークの形成」とありその下に以下の 3 項目がある。 
①計画策定後も、施策を着実に実施できるよう、幼稚園、保育園、学校などと、図書

館及びその他の関係部署で定期的に進捗状況を把握して、必要に応じ連絡会議を開

催します。その結果は図書館協議会において報告します。 
②子どもの読書環境の調査と実施･･･小牧市の子どもをとりまく読書環境について、関

係機関の協力を得て調査を実施し、総合的に実態を把握します。 
③情報の収集と発信･･･全国で行われる子ども読書活動推進事業に関する情報の収集

とその提供に努め、それぞれの事業の進捗や成果の状況を分析・評価して、小牧市

のより良い施策の実現に生かします。 
 
（３）平成 23 年度の実績  

  ① ブックスタート･･･178 万 5 千円                            

受診率が一番高い 4 か月児健診の待ち時 
間に行う。1,495 組にブックスタートパック 
を手渡した。パックには、絵本 2 冊、NPO 
法人のパンフ、小牧図書館利用案内が入って 

図 6.2 ブックスタートパック 
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いる。加えて 6 か月児健診でボランティア（有償・図書カード 18 万）に読み聞かせ

をしてもらう 
  ② 読み聞かせ（ボランティア）   

本館・えほん図書館で、読み聞かせを 336 回実施。5,401 名参加（母子）。 
えほん図書館で臨時職員が読み聞かせを 70 回実施。2,367 名参加。 

③ 子ども向け図書館講座･･･30 万円     

読み聞かせ、ボランティアのステップアップ講座、科学講座、子どもの読書に関

する講座を 41 回実施。1,891 名参加。 
④ 施設配本 

BM を廃止して、学校、児童館、児童センター、保育園、幼稚園などへ配本。配本

用の資料は図書館資料とは別に用意されており、5 冊ずつの複本も多い。担当者が

専任で 2 名、1 回 1 学年 200 冊まで配本。23 年度は、79 団体へ計 23,248 冊を配本

した。            
 

    
  
（４）人の配置 

 児童サービスの人件費は、本館 2 人（臨時・月 15 日）が学校図書館配本サービスを

担当し 231万 6千円の経費。えほん図書館には通常 2～3人配置されているが、嘱託（276

万 8 千円）と臨時 4 名（521 万 8,800 円）で構成されている。 
市内には 25 校の小学校・中学校があり、司書教諭は全校配置されているが学校司書

の配置はない。市立図書館から学校へ司書を火水木金曜日に 6 名派遣している。つま

り 1 校につき、1 人週 1 回派遣する。担当の 6 名の情報交換および報告会を月に 1 回

開催している。司書教諭向け研修はしていない。学校からは、もっと司書を派遣して

ほしいという要望がある。 
 図書館ボランティアの活動支援として、名義貸し、場所貸し、物品の使用、ボラン

ティア室（えほん図書館内）の設置をしているが、図書館はどこまで支援すべきか疑

問である。また、ボランティアの代表者会（交流会）を年 2 回開催している。 
 
７．稲沢市立中央図書館  

訪問日：6 月 20 日 ９時 30 分～11 時 
対応者：教育長 林敏仁氏（挨拶後退出）、図書館長 森正義氏、主査 中多晶博、教育

図 6.3 施設配本用図書 図 6.4 配本用ケース 
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委員会図書館（課）主幹 野倉哲也氏、塚本ゆかり氏（昨年度まで博物館学芸

員）、計 5 人  
 

（１）概要 

図書館は、中央図書館、祖父江の森図書館、平和町図書館の 3 館で構成され、本館

は文化センターと隣接し平成 18 年 11 月に開館。カウンター業務を TRC に委託してい

る。 
小学校全 23 校、中学校全 9 校で、図書標準の 100％を達成している。司書教諭は 24

年度には 32 校中 20 校で発令されている。32 校中 12 校（小学校 11 校、中学校 1 校）

が 11 学級以下。学校司書は配置されていないが、「図書館司書補」（稲沢市臨時職員）

を 1 日 4 時間、週 3 日（1 年に 120 日）、全小学校（23 校）に配置している。これは「稲

沢市立小中学校教育補助員設置要綱」による。 
 
（２）子ども読書活動推進計画 

『稲沢市子ども読書活動推進計画』は平成 22 年 3 月に策定。計画策定委員は、学識

経験者（2 人、うちひとりは図書館協議会代表）、図書館ボランティア代表、市内小中

学校教頭会代表、市内小中学校図書館担当教諭代表、市長公室地域振興課長、福祉保

健部児童課長、福祉保健部保健センター所長、教育委員会学校教育課長、教育委員会

生涯学習課長、（事務局は「教育委員会図書館」）であるが、実際のワーキンググルー

プは、教育委員会図書館長、福祉保健部児童課、福祉保健部保健センター、教育委員

会学校教育課、教育委員会生涯学習課、市内小学校教諭代表、市内中学校教諭代表で

ある。 
「子ども読書活動推進計画進行管理表」が図書館協議会に提出され、図書館協議会

が進行管理の責任をもつ。評価に際しては、具体的取組のうち特に 19 項目（実績指標

9 項、成果指標 10 項）を評価対象とし、評価の明確化を図っている。また、成果指標

を把握するために、今年度 24 年度に計画策定時と同じ条件下でアンケートを実施する

予定である。 
 
（３）子ども読書関連予算 

① 子ども読書関連予算（平成 24 年度） 

・図書館費  
報償費・講師謝礼（読み聞かせボラ等の養成講座にかかる講師謝礼）161,000 円 

需用費・消耗品費（ブックスタート、配布用スタートパック）  1,484,017 円 

食糧費（読み聞かせ・読書ｲﾍﾞﾝﾄ等に従事のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに食糧等供与） 144,120 円 

   印刷製本費（ブックスタート案内リーフレット印刷）       126,000 円 

   役務費・賠償保険料（ボランティア保険料）            5,850 円 

② 学校図書館関連予算（平成 24 年度） 

   ・教育費（小学校） 
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学校管理費＞賃金＞臨時職員賃金 

     学校図書館司書補 小学校 23 校            9,312,200 円 

             時間単位 830 円（1 時間）、週 3 日間、11.25 時間勤務 

    教育振興費＞備品購入費＞学校図書                   9,000,000 円 

   ・教育費（中学校） 

    教育振興費＞備品購入費＞学校図書                   9,000,000 円 

＊「学校図書館図書整備 5 か年計画」による地方財政措置に基づき、当初予算で図

書費、新聞購読費を予算化 

 
（４）児童サービス 

・ブックスタート事業 
・児童閲覧室のテーマコーナーの設置 
・各種イベント 

子ども読書の日･･･図書館探検ツアー、ボランティア主催イベント、 
秋の読書月間･･･本とあそぼう全国訪問おはなし隊、ボランティア主催イベント 
夏休みこども教室 
おはなし会（通年、読み聞かせボランティアによる） 

・学校との連携 
 ・読み聞かせボランティアの派遣 
 ・団体貸出 
 ・図書館見学、職場体験学習の受入れ 
・ボランティアの研修 

 

    
 
８．三重県教育委員会 

  訪問日：6 月 20 日 
対応者：社会教育・文化財保護課・社会教育グループ・主査兼社会教育主事 奥村隆

志氏 （同グループ・副課長の辻喜嗣氏は、会議があり参加できなかったが、

会議後に挨拶を交わした）計 2 人 
 

県立図書館は知事部局であり、教育委員会とは別予算である。両者で読書活動支援に

関して類似の企画を立案すると両方とも予算削減されてしまう恐れがある。平成 24 年

図 6.5 稲沢市立図書館内部 
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度は「生き生き読書活動推進事業」（1 年間）を実施している。これは、平成 21～23 年

度に実施した「生き生き読書リレー推進事業」（16 市町の 15 校（7 小学校、8 中学校）

を対象に 1,400 冊の書籍を割り振って貸与して各学校における読書活動を推進してもら

う）を継続したもの。終了後は、学校に書籍が贈られる予定。 
平成 22 年に教育事務所が廃止され、生涯学習の予算が 115 万円から 68 万円に削減さ

れた。今年度になって知事が読書教育推進に関心を示したことにより、訪問した前日の

19 日に島根県教育委員会と島根県東出雲町へ視察に行ってきたという。 
 
９．松阪市教育委員会、松阪図書館 

  訪問日：6 月 19 日 9 時 30 分～11 時 30 分。松阪図書館 11 時 30 分～12 時 

  対応者：生きがい学習課・課長補佐・小林努氏ほか教育委員会とリブネット（1 人）

から計 7 人 
 
（１）概要 

松阪市図書館は、松阪図書館と嬉野図書館から構成される。指定管理者 TRC による

運営。2 館 34 人のうち 18 人が司書資格。図書館が指定管理になり、直営ではできな

かった特別事業が実施できるようになった（松阪図書館特別行事･･･講演、わらべ歌、

おはなし、年賀状作成、クリスマスツリー飾り）。中学校図書館には、リブネットから

学校司書が派遣されており、学校司書の研修もリブネットが実施している。 
 

（２）子ども読書推進計画 

『松阪市子ども読書活動推進計画』は平成 20 年 3 月に策定された。策定委員は 12

人以内で、教育委員会理事（委員長）、いきがい学習課長、松阪図書館長（TRC）、学校

支援課長、子ども支援研究センター所長、こども未来課長、健康推進課長、小学校長

代表、中学校長代表、幼稚園長代表、その他教育委員会が必要と認めた者となってい

る。第 2 次推進計画（H25～H29．25 年 3 月に策定予定）の第 1 回策定委員会を平成 24

年 6 月 18 日に開催。昨日 18 日の会議では、図書館現場だけではなくボランティアグ

ループとの連携が大切、第 2 次計画には数値目標も出したい、という意見が出された。 
 
（３）子ども読書活動関連予算 

市内学校の平成 24 年度図書費は、小学校 1,080 万円（ひとり当たり 1,192 円）、中

学校 612 万円（ひとり当たり 1,457 円）、幼稚園 86 万 1 千円（ひとり当たり 639 円）

で、図書標準達成度は、小学校平均 66.7％、中学校平均 16.7％である。中学校は、あ

と 1,000 冊で達成する学校を含めると 46.17％となる。司書教諭の発令は教育委員会

発令で、12 学級以上の学校は小学校 11 校、中学校 7 校である。 
 平成 23 年度（平成 23 年 7 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）に「図書館児童書活性化

事業」を「平成 23 年度光を注ぐ交付金」により図書館流通センターに委託して実施し

た。総額 8,842,000 円（人件費 2,848,000+1,958,000 円、 児童書購入費 3,680,000

円、事務費相当額 356,000 円） 
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この事業報告書『学校図書室へいこう！：図書館児童書活性化事業業務報告書』が

松阪市図書館（指定管理者：（株）図書館流通センター）から発行されている。これに

よると、司書 4 名を雇用、児童書 2,290 冊を購入。司書は、市内小学校 6 校を 8 月下

旬以降に週 1 回巡回（1 校に 2 名派遣、1 日 5 時間）して、図書室の整備（書架整理、

分類表作成、ラベル貼り、ポップ作成、室内装飾、コーナー作成、レファレンスなど）

を進めた。司書は、2 年生の「図書館たんていだん」という図書館の使い方について

の授業の一環として、分類・本の並べ方などの授業を実施したり、昼休憩中に読み聞

かせを「ダウトを探せ !!」というゲーム形式で行ったり、読み聞かせをしたりしてい

る。 
市では、「読書室いきいきプラン」を 2006 年度から開始して学校図書館のハード整

備を進めている。リブネットに委託しており、平成 24 年度は 15,700 千円以内で実施。

中学校が荒れていたので、中学校から学校司書を配置。小学校には学校司書の配置は

ない。市立中学校 12 校のうち、市からは 1 校のみ学校司書が配置され、その他 11 校

にはリブネットから司書が派遣されている。うち 7 校（週 3 日）は各校に 1 人の司書、

残りの 4 校（週 2 日）は 2 人の司書が 2 校かけもちで担当している（1 日 7 時間勤務）。

司書は、ひとりひとりの生徒の名前を覚えたり、この子は○○が好きと読書興味がわ

かるなど、生徒ひとりひとりと関係ができている。 
司書は、テーマコーナー設置、ディスプレイ、ブックトーク、広報活動、授業支援

（本の探索）、レファレンス、関連資料コーナー設置、パスファインダー作成などをし

ているが、先生方の認識を高める必要があることが課題である。司書の研修はリブネ

ットが実施。派遣司書の 9 人のうち初心者はいない。 
県教育委員会事業として平成 24 年度は「生き生き読書活動推進事業」がある。平成

21 年から 3 年計画で、昨年まで「生き生き読書リレー推進事業」があった。選定図書

を購入して、感想、紹介などを児童が書いて学校間でリレーする。平成 22 年 9 月から

参加した 8 小学校には司書が月 1 回派遣される。 
 
（４）松阪市教育委員会の方針 

松阪市教育委員会学校支援課の「松阪市学校支援地域本部事業」では、「学校支援ボ

ランティア」として、「安全支援ボランティア」「読書支援ボランティア」「学習支援ボ

ランティア」を募集している。読書支援ボランティアは、平成 24 年は中学校 14 校で

85 人、小学校 26 校と幼稚園 2 園で 184 人で、「読み聞かせ」や「読書室の整備」を行

う。そのほか教育委員会では、 1 歳 6 か月児健診でブックスタートを実施している。 
 松阪市では、「教育ビジョン」のなかに「読書」が柱として入っている。これは、元

小学校（国語）の教師である教育長（今年 8 年目）の政策で、①保護者と学校の連携

を重視し、②生徒の心の荒れに留意し、③心のコミュニケーションのもととなるのは

言語である、という考えのもとに、教育長が目標を立て、チェックしている。松阪市

では、読書だけを考えるのではなく真ん中に学校をおいて考えている。図書館だけで

はダメで、教育委員会としての施策を立て、コーディネートする。市長部局と教育委

員会が連携して、行政がきちんと「しくみ」を作ることが大切である。思春期のライ
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オンズ・クエスト・プランを導入し、規範意識を育てることをしている。 
中学校で心の荒れが目立ったことから、図書館が心の居場所づくりに役立った。被

災地に自分が大切な本を選んで「ここを読んで」と 400 冊を送ったら、小学校から返

事が来た。東部中学校では、図書館にいる生徒が増えたり、読み聞かせに涙をこぼす

生徒がいたりする。「教育ビジョン」をもとに学校に力を入れ始めて（図書館だけでは

なく）8 年たって国語の学力が伸びてきた。地域の教育力がある（約 900 人が協力し

ている）。例えば、子どもが学校で朝読用に使用する本を、母や祖母が図書館に借りに

来る。 
 

   

      
１０．津市教育委員会  

  対応者：生涯学習課生涯学習担当 鈴木多樹氏、津市教育委員会・教育研究支援課・

教育課程・研修担当 佐野容子氏、生涯学習課生涯学習振興担当 山川誠氏、

津市図書館担当者 計 4 名 
 

（１）概要 

平成 18 年 1 月の市町村合併で、県下 大の市域を有する市となった。津市では、こ

れまで学校教育・家庭教育・社会教育の連動を図りながら、子どもたちの豊かな心の

育成を目指してきたが、子どもの読書活動の推進もその具体的取組の一環である。津

市図書館は 9 館から成る。 
中学校は 20 校、小学校は 55 校あり、平成 22 年度から全中学校に学校図書館司書を

19 人配置した（20 中学校区のうち 2 校は掛け持ち）。その司書が各校区内の全小学校

にも巡回する。司書は臨時職員（学校図書館司書補佐。司書資格）で 1 日 7 時間 45

分勤務。賃金は（6,830 円+200 円）×勤務日数（年間 214 日以内）。司書教諭の発令

は、小学校 33／55 校、中学校 16／22 校である。 
平成 16 年度から 3 年間、文部科学省の「学校図書館資源共用ネットワーク推進事業」

に採択され、平成 19 年度に「学校図書館支援センター事業」に「読書なしではいられ

ない子ども」というスローガンを掲げて応募し採択された。これにより 530 万円の推

進援助金を受けた。 
 

図 6.6 松阪図書館の書架から 
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（２）『津市子ども読書活動推進計画』 

「津市子ども読書活動推進協議会」（津市教育委員会生涯学習課内、年 3 回開催）の

下に「津市子ども読書活動推進実行委員会」と、関係各課から成る「津市子ども読書

活動推進ワーキンググループ会議」（年 4 回開催）が設置されている。推進協議会の構

成メンバーの決定に留意したという。メンバーは、三重県書店商業組合、絵本に関す

るボランティア団体、津市 PTA 連合会、三重大学、三重大学附属図書館、三重短期大

学附属図書館、小学校、幼稚園、保育所、公募 2 人である。推進計画には数値化した

努力目標が掲載されている。 
生涯学習課では平成 23 年度に子どもゆめ基金から「地域ぐるみの子ども読書活動推

進事業」の委託を受けて、平成 24 年 3 月に『平成 23 年度「子ども読書の街」づくり

推進事業：いつでもどこでも本に出会えるまちをめざして』（津市子ども読書活動推進

協議会）を発行した。 
 
（３）学校図書館関連予算（平成 24 年度） 

生涯学習課 総額 1,825,280 円 
    手づくり絵本教室 217,000 円  
    手づくり絵本コンクール 1,608,280 円 

学校図書館いきいき推進事業（教育研究支援課）77,981,000 円 
学校図書館用図書及び図書用消耗品 35,095,701 円     計 113,076,701 円 

 
（４）市の事業 

①協力実践校 

・学校図書館を活用した授業づくり 
・幼稚園における「読みっ子づくり」の推進 
・長期休業中や週休日の学校図書館の開放 
・小・中学校における朝読（あさどく）、家読（うちどく）」の推進 
・以上の活動を市内各園・各校に紹介 

②「輝きプロジェクト」（学校の特色を生かし学校の強みを引き出す市独自の研修 の

取組）で先進的な読書活動推進に取り組んでおり、その紹介をしている。H.23 年度

は 5 小学校と 1 中学校が取り組んだ。 
③生き生き読書活動推進事業「津市読書バドンリレー」（県の 24 年度事業を受けて市

事業として実施） 
・市内全小中学校で実施 

 ・予算額を上限とし、平成 21 年度中に選書を行い、市に納品される。納品された本

は巡回される。各校約 62,000 円分（約 30 冊） 
 ・小学校は中学校区を単位として巡回。中学校は全中学校間で 2 か月を単位として

巡回する。 
 ・各校で学校図書館にテーマコーナを設置するとともに各学級へ巡回。集会活動等

にも利用。 



 
 

84

 ・読んだ本の感想や本の紹介を、「おすすめカード」に記入し、本に添付してバドン

リレーを行う。 
 ・『子ども読書バドンリレーブック』（お勧めの本の紹介冊子）を活用し、読書活動

を拡げる。 
④ボランティア団体の活動等を「子どもの読書活動推進ポスター」で紹介→放課後児

童クラブ（学童保育）や児童養護施設他の担当より問い合わせ→ボランティアと市

民等をつなぐ事例 
⑤研修 

・学校図書館運営研修講座（平成 23 年度） 
     図書館ステップアップ講座（9 回）･･･学校図書館担当者と学校司書を対象（前

年度までは三重大学、三重短期大学との連携講座、三重県学校図書館協議会

津支部との共催講座を含む） 
     図書館サポート講座（3 回）･･･学校図書館関係者だけでなく保護者ボランティ

アをも対象とする 
・学校図書館司書のワーキング会議･･･年間 5 回予定 

⑥「手作り絵本コンクール」 平成 22 年度～ 
  手づくり絵本教室の開催（H.22：5 教室、H.23：2 教室、H.24：5 教室） 
  手づくり絵本コンクール･･･ 予算 H.22：子ども夢基金、H.23～：市費 

展示会、表彰式、 
入賞作品を複製（製本）及び CD-ROM 化して市内全保幼小中学校及び図書館に

配布 
⑦津市公民館（53 館）、教育集会所（20 カ所）、子育て広場（2 カ所）における図書の

充実・読書活動の推進 
公民館･･･「大人のための音読講座」 
保健センター･･･マタニティ倶楽部（月 1 回）での絵本の紹介、図書館職員による

講話等 1 歳 6 カ月児健診会場での絵本の紹介と読み聞かせ、資料配布 
こども総合支援室･･･子育て支援活動（お父さんと子どものふれあいパンつくり教

室）において、パンの生地を発酵させる間に絵本の選び方や読み聞かせのコツ

を講師が話す。 
    子育て支援センター、子育て広場事業、子育てサークル活動では、読み聞かせや

絵本を自由に手に取れるコーナーを設け、エプロンシアターやパネルシアター、

大型絵本などを使ってお話をする。 
⑧人権啓発幼児用図書の配布･･･教育委員会人権教育課では、毎年、各幼稚園に「人権

啓発幼児用図書（絵本）」を配布。平成 23 年には 41 園に 134 冊配布。 
⑨外国につながる子ども用翻訳絵本･･･JSL(Japanese as a second language) の子ど

もの在籍する幼稚園・保育所・外国人学校などの施設に翻訳絵本がおかれている。

ポルトガル語・スベイン後・タガログ語・中国語・インドネシア語の翻訳シールが

日本語の本文の横に貼られた絵本。平成 22・23 年度の県委託事業によって配布され

た。家庭への貸出、幼稚園での外国人保護者の読み聞かせ、外国人学校での先生の
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読み聞かせなどに活用されている。 
 
（５）児童サービス 

・乳幼児向けおはなし会、年齢に応じたおはなし会、（職員によるもの、ボランティア

によるもの各々週 1 回） 
・家庭における絵本の読み聞かせや選び方の勉強会 
・保護者の絵本への理解や興味を促進する講座 
・児童文学作家による講演会 
・子ども参加型イベント 
・ボランティア養成と活動支援 
・情報の発信･･･ 広報誌、HP での情報提供、関係施設への資料配布 
・社会見学等受入れ 
・学校で開催される研修会に司書を派遣 
・学校図書館司書・ボランティアへの講座（読み聞かせの方法、カバーのかけ方など） 
・ブックスタート関連事業･･･保健センターの幼児健診時、マタニティ倶楽部開催時  

 
（６）民間の事業 

①津市 PTA 連合会（OB 会を含む）の読み聞かせ 
・おはなし劇場の開催･･･市内幼稚園 5 園 
・チャリティー読み聞かせライブ 

②読書ボランティアネットワーク会議 
③書店商業組合との連携･･･図書リストの配布、ポスターの掲示。「図書に出会える“津”

マップ」には、図書館・教育集会所、市民センター、市民館、文化会館、児童館、

保健センター等 44 カ所のほか、書店 14 カ所が記載されている。 
④三重県立図書館と、会議・研修等の機会や展示の共同開催 

    

         

図 6.7 

津市図書館 
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１１．島根県東出雲町（2011 年 8 月 1 日松江市と合併） 

 島根県東部にある人口１万５千人弱の町で小学校 3 校、中学校 1 校がある。2002 年に

教育長に就任した靸嶋弘明氏が「読書する子は伸びる」という信念のもと、「英語・IT・

図書館」を教育の柱に据え、2005 年度に初めて中学校に学校司書を配置。2006、2007

年度に小学校 3 校にも学校図書館司書を配置。2006~2008 年に文科省「学校図書館支援

センター事業」を受ける。2007 年には、全国学校図書館協議会（全国 SLA）が文科省か

ら委託された「新教育プログラム」の研究協力校となり、揖屋小学校と東出雲中学校は、

図書標準を達成するよう資料が整備され、年度末には調査のための学校図書館活用調査

を行うこととなった。 
 2006 年に開設した学校図書館支援センターは教育委員会内に設置され、町立図書館司

書であった原田由紀子氏が支援センタースタッフとなり、小中学校 4 校をまとめ町全体

の組織を作り、資料の電算化が終了する。「2006 年度の主な成果は、①学校司書の全校

配置、②支援センターの資料提供、③町内体制の確立、④情報・メディアを活用する学

びの指導体系表、⑤必読書の選定、⑥データベース化と物流システム、⑦広報誌発行、

⑧ふるさと教育との連携」（『東出雲発 学校図書館改革の軌跡』原田由紀子 国土社 

2012 p.68）であった。2007 年に靸嶋弘明教育長が町長となり、県教育鑑であった秦潔

氏を教育長に迎え、学校図書館支援センターの機能が強化され各校で学校図書館活用教

育が進んだ。学校図書館担当者による連絡会・勉強会は開かれていたが、町内全校の教

員が参加しての学校図書館活用の研修会が毎年開催されるようになった。2008 年度には、

「博報賞」の「国語・日本語教育部門」に「図書館活用を中心とした情報リテラシー教

育の全町展開」で博報賞と併せて文部科学大臣奨励賞を受賞した。 
2009 年に新たに学校図書館担当の指導主事を迎えたことで、さらに機能強化が図られ、

幼稚園からの読書指導も始められ、町としての一貫教育が意図された。 
 指導主事の曽田秀雄氏が、学力調査や、全国 SLA の調査（スキルテスト）の結果と図

書館活用教育の影響を分析している。2011 年度の結果として「経年比較でみると図書館

活用スキルは徐々に向上している。しかし、学校や学年による差が顕著であり、学校全

体での取組のあり方が課題である。また、例年課題としてきた“批判的思考力・読解力”

の向上については、学校図書館を積極的に活用している学校や学級でも行き詰っている

結果もみられる」（『東出雲発 学校図書館改革の軌跡』原田由紀子 国土社 2012 

p.131）しかし、採点を担当してきた原田氏は、児童生徒の「記述の変化」を指摘して

いる。「初めの年は、“わからん”といったあきらめのことばが書いてあったり、とりと

めもなく長い一文で要を得なかったり、白紙回答も多く、読むのも大変な思いをするこ

とが多かったように思います。それが、年々、白紙回答が減りましたし、いくつかの文

を連ねて何とか自分の考えをあらわそうとしているのが感じられるようになりました。

書き方に“なぜなら”という言葉を使う子どもが出てきましたし、伝えるために書き方

をいろいろ考えて工夫しているなと思えるようになりました。全体として確実に書くと

いうスキルは上がったと思います。」（同上書）同書には、小学校の司書教諭も中学校の

司書教諭も異口同音に「あきらめない子どもたちが育った」と述べていると記されてい

る。 
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１２．まとめ 

 本章で紹介した 8 市町村の実態をまとめたものが表 6.1～3 である。 

 8市町の比較にから、子ども読書活動推進について次の 5つに分けてまとめてみたい。

（1）類型（5 章の結果）と「子ども読書活動推進計画」担当部局、（2）推進計画担当の

組織、（3）学校図書館担当者（学校司書）の配置、（4）具体的取組の連携状況、（5）そ

の他。 

 

（１）類型（学校重視型と社会重視型）と推進計画担当部局 

類型と推進計画の発行所には興味深い傾向が見られる。津市と東出雲町は学校重視

型（sG）上位で推進計画が教育委員会発行である。岡崎市、小牧市は社会重視型（SG）

上位で推進計画は図書館が発行しており、市立図書館が中心となって子ども読書を推

進している。小牧市が学校重視型上位でもあるのは、市立図書館から学校図書館へ司

書を派遣したり、学校図書館へ配本したりしていることによると思われる。稲沢市は

社会重視型（Sg）であり、一宮市とともに「市」が発行しており推進計画の巻頭に市

長の挨拶文を掲げている。市長の挨拶が掲載されているのはこの 2 市だけである。松

阪市と幸田町も社会重視型（Sg）であるが、市立図書館ではなく教育委員会生きがい

学習課及び生涯学習課が推進計画を発行している。松阪市では、教育委員会が主導で

子ども読書活動を「学校教育」という大きな枠のなかに位置づけているように見受け

られたが、松阪市と幸田町とも図書館は指定管理となっているため、自治体の計画策

定あるいは施策実施の責任者とはなれないことにも関係していると思われる。  

 

（２）「子ども読書活動推進計画」の担当組織 

「子ども読書活動推進計画」に関して、どのような実行部隊が用意されているか。

「子ども読書活動推進計画」のための「策定委員会」が立ち上がってるところが多い

が、その下に「ワークショップ」が設置されたところもある。 

 

図 6.8 東出雲町の組織図と視察者等の受入れ 

（『東出雲発！学校図書館改革の軌跡』原田由紀子 国土社 2012） 
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計画を推進し管理する組織として「子ども読書活動推進会議」を設置している自治

体が多い。その下に連絡会議や懇話会など現場担当者の会を設けているところでは、

担当部局に任せているだけより動きがよりスムースに進むであろう。また、その計画

の進捗を評価する数値目標を『推進計画』のなかに明記している自治体が多いが、進

捗状況を管理する組織が明確になっているところはそれほど多くない。津市では「子

ども読書推進協議会」のメンバーに留意したというが、このほかに「推進実行委員会」

と、関係各課から成る「推進ワーキンググループ」がある。東出雲町は小規模な町で

あるためか、学校図書館支援センターが進行管理している。稲沢市と小牧市は、推進

計画の進捗状況のチェックを図書館協議会が担当している。このように推進計画の目

標値や成果の評価のほか、その進捗状況を把握し管理する組織が必要である。 

一宮市の子ども読書活動推進計画は、『わくわくどきどき本とともだち：読書のまち 
いちのみや』というタイトルで、一宮市として 2009 年 3 月に発表されており（図 6.9）、

巻頭には市長が挨拶文を寄せている。この『推進計画』の第 5 章に「持続的な活動推

進体制の整備」として、「･･･家庭・地域・学校等の読書活動に関わる関係施設や人が

集まり、子どもの読書活動に関わる諸課題について協議を行う推進組織を設置します。

また、計画の推進や事業の展開に当たっては、一宮市子ども読書推進会議との連携を

図りながら、子ども自身が計画の推進に参画できる体制を整備します。」と記述されて

いる。この推進組織は、現在、「子ども読書活動推進懇話会」として設置されている。

「子ども自身が計画に参画できる体制の整備」も大変魅力的である。 
 一宮市の『推進計画』には「この計画を着実に推進するために、わかりやすい明確

な目標を掲げ、現況と目標値を明らかにするとともに、定期的に計画の進捗状況を把

握・評価し、必要に応じて施策や事業の再検討・調整を行います。」と述べられている。

このように、計画を策定したらそれで終わりではなく、現場に即して柔軟に取り組む

姿勢や仕組みが必要である。なお。一宮市は、本調査後の 2012 年 12 月に第 2 次子ど

も読書活動推進計画を発表しており、第 1 次計画と同様、一宮市の発行となっている。 

 

図 6.9 一宮市子ども読書活動推進計画（第 1 次） 
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（３）学校図書館担当者（学校司書）の配置 

 学校図書館担当者（学校司書）の配置は、学校図書館の整備、つまりハードの部分

である。表 6.1 の 下段には、全国学校図書館協議会と文字・活字文化推進機構、学

校図書館整備推進会議が実施した「2012 年度学校図書館整備施策に関するアンケー

ト」（2012 年 5 月現在）の結果から抜粋したものを記載している。これによると、こ

の 8 自治体においては、臨時・嘱託等で配置しているところが多いが、訪問調査によ

ってさらに詳細に明確となった。 

 学校司書については、どの市町にあっても臨時・嘱託であり、全校に配置している

のは東出雲町である。その他の市では複数校かけもちであるが、小牧市では公共図書

館から小中学校に司書を巡回させており、学校からはもっと時間を増やしてほしいと

要望がある。松阪市では民間業者から司書が派遣されている。松阪市と津市は中学校

に学校司書を配置して、その学校司書らを校区内の小学校にも巡回させている。稲沢

市は小学校全校にのみ司書を配置している。松阪市は中学校が荒れていたために学校

司書の配置を優先したということだが、中学校配置を優先するほうが人員が少ない、

つまり人件費が少なくて済むのは明白である。 

 以上のように学校司書の配置にはいろいろなタイプがある。東出雲町や稲沢市では

学校司書は「内にいる人」であるか、他の市町では、学校司書は「外から入っていく

人」である。この違いは大きい。「内にいる」からこそ、授業の流れわかり先生方の指

導方法の特徴がわかる。「内にいる」からこそ児童生徒を継続的に見ることができ、ひ

とりひとりの特徴を知ることができる。公共図書館ではない学校図書館の担当者とし

て読書センターと学習情報センターの機能を果たすべく仕事をするならば、学校司書

の配置は定期的に外から入って整備をするだけではなく、常に内にいて授業を共に創

っていくことができなければならない。 

 

（４）具体的取組の連携状況 

推進計画では、取組の担当課が一覧表となって明示されているものもある。しかし、

実際の生活のなかでは行政のように縦割りに展開する取組ばかりではない。子ども読

書活動の取組が多岐にわたり、しかも諸機関や団体との連携・協力が強いのは津市と

東出雲町である。 

津市は「熱心さ」が全国 1 位であったが、2010-11 年度に子ども読書の街づくり推

進事業を受けていることもあるのだろう、横断的に展開されている活動が、2011 年度

の事業報告書『いつでもどこでも本に出会えるまちづくりをめざして』に、述べられ

ており、「10. 津市教育委員会」で紹介したとおりである。保育園・幼稚園、小学校、

中学校、公民館の取組が述べられているのはもちろんのことだが、それに加えて、さ

まざまな場における活動が記されている。「子育て広場」では、①絵本コーナーの整備

と環境構成、②パネルシアターやエプロンシアターの時間、③大型絵本の読み聞かせ、

④屋外での読み聞かせ、⑤ブラックガイドを使用したパネルシアター。「保健センター」

では、①マタニティ倶楽部でのふれあい絵本の紹介、②1 歳 6 か月児健診会場での絵
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本の紹介。「子ども総合支援室」では、①お父さんと子どものふれあいパン作り教室で

絵本の選び方や読み聞かせのコツを伝える、②子育て支援センター、子育て広場事業

（再出）、子育てサークル事業での読み聞かせや絵本コーナー作りがなされている。 

学校図書館担当者の 2011 年度の研修会は、会場として図書館や小学校図書館、大学、

公民館などを使用し、講師も津市図書館員、小学校教諭、三重大学図書館職員、三重

短期大学附属図書館職員と多彩である。また大学とは「連携講座」としているほか、9

回のうち 1 回は三重県学校図書館協議会津支部研修会と共催であった。 

各幼稚園に「人権に関する絵本を読み聞かせることで、子どもの頃から他の人の痛

みに共感できる感性や人権感覚をそだてていくことをねらいとして」「人権啓発幼児用

図書（絵本）」を配布して、読み聞かせや家庭への貸出を行っている。日本語を母語と

しない「子どもの在籍する幼稚園・保育所・外国人学校などの施設には、数冊の＜翻

訳絵本＞が置かれている。ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・中国語・インド

ネシア語の翻訳シールが日本語の本文の横に貼られた＜翻訳絵本＞は、平成 22 年度・

23 年度の県委託事業によって配布された」ものである。 

津市 PTA 連合会ではおはなし劇場を開催し、読書ボランティア団体ではネットワー

クの構築をし、市と書店商業組合との連携でポスターや本と出会える市内地図を作成

している。このほか、読書活動推進の社会的気運醸成のため、「手作り絵本教室」を開

催し、「手作り絵本コンクール」を開催している。 

 

（５）その他 

子ども読書活動の推進には、文科省など外部資金の導入も重要な点である。第 8 章

で詳しく述べる袖ケ浦市では、文科省の学校図書館活性化の事業に次々と採択され、

市全体の学校図書館を整備してきた。担当者によると、常に次期事業を意識して、申

請書がすぐ書けるように準備しているということである。東出雲町の揖屋小学校は、

文科省委託の全国学校図書館協議会の「新教育プログラム」事業で学校図書館資料が

整備されたことがひとつのきっかけになっているという。またこの町は、博報堂の賞

を受賞したりパナソニック教育財団の助成を受けたりしている。こうした外部からの

助成は、自治体内において、取組の認知度を高める上にも役立つ。 

また、首長や教育長などの方針やリーダーシップも読書推進には大きな要素である。

小牧市では教育長の方針で「えほん図書館」が設置されている。第 5 章で紹介する島

根県では、子ども読書推進事業として学校図書館の活性化が大きな割合を占めている。

これは県知事の方針によっている。 

そして、情報の伝達・共有も必要である。（4）で述べたような取組全体が市として

掌握され、その開催前には参加を勧めるために広報され、開催後には成果を示し次回

への参加を促すように報告されることが何より重要である。県内の講演会や研修機会

の情報も、一般の人々やボランティアなどに伝えたい。国や他の自治体の子ども読書

に関する動向や研究動向などの情報も伝えたい。文科省の各種の事業や団体の助成金

などの募集情報も、教育委員会経由だけではなく、県内各地に伝えられるように県立

図書館や子ども読書支援センターなどが工夫すべきである。伝えることによって点と
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点をつなげることができる。 

 

以上から、実効性ある子ども読書活動推進を考えるには、次のような点に留意すべ

きと思われる。 

まず、推進計画の担当部局が、学校教育課か社会教育課か図書館かということであ

る。図書館が推進計画の策定・実施を担当しているある自治体では「図書館で掌握で

きる範囲でしか計画が策定できない」という声が聞かれ、生涯学習課の担当者からは

「学校教育のところに手をつけにくい」と言われたのが印象的であった。これは、推

進組織の構成員にも影響を与える結果となる。 

子ども読書活動の推進にあたっては、①学校教育課と社会教育課がどれだけ協働で

きるか、そして、②行政（教育委員会）と現場（図書館・学校）がどれだけ協働でき

るかが大きな鍵である。それによって、施策が自治体として全体的なものになるか、

施策が自治体全体に浸透することができるか、具体的施策が縦割りではなく横断的な

ものになれるかどうかが左右される。 

推進計画を実効性のあるものにするには、③推進委員会の構成員の多様性、④推進

計画に目標値を掲げること、その成果の評価とともに、⑤推進計画の進捗状況を把握・

管理する組織が必要である。その他、⑥学校司書の常駐の配置、⑦自治体トップの方

針やリーダー性、⑧外部資金の導入、⑨推進活動の連携性（横断性・巻き込み度）、⑩

情報発信による活動状況の共有化・広報、などが子ども読書活動の推進には必要であ

ると考えられる。    

ある教育委員会では、「学校司書は週 2、3 回も学校に行けば、あとはやることない

ですよ」という発言があった。これは学校司書の役割を学校図書館の整備だけととら

えていることからくるものである。子ども読書活動推進の施策に関わる担当者には、

とくに学校図書館とその担当者の役割について明白な認識をもってもらうことが必要

であり、それを可能にする機会を作ることが重要であると感じた。つまり、今後は子

ども読書活動推進の行政担当者の人材育成にも目を向けるべきである。 
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表 6.1 愛知県市町村の読書教育体制(1) 

 愛知県 

 岡崎市 幸田町 一宮市 

訪問理由 熱心さ17位、類型SG型 
社会重視上位1/4に位置 

2011年度子ども読書文部科学大
臣賞受賞 

2012年度子ども読書文部科学大
臣賞受賞 

都市としての特徴 人口38万人 
江戸期からの三河の中心都市

人口3万人 
岡崎の郊外にあり、トヨタ関連
の工事用があることで合併を逃
れる 

人口38万人 
紡績で発達したが、現在は名古
屋の住宅都市 

図書館システム 中央図書館1、地域館1、8公民
館図書室 
中央館はLIBRAという複合施設
にある 

当館1、町民会館、プールと一緒
に幸田町文化振興協会（任意団
体）に指定管理 

豊島図書館を中心として5館体
制 
2013年1月に駅前ビルに新中央
図書館（7000平米）が開館予定

訪問図書館の規模 中央図書館 
蔵書65万点（児童書７万7千点、
ティーンズ用8600点） 
職員数42人（うち正職員17人
（司書5人）） 
カウンターはTRCに委託 

蔵書197,501点（児童書48,139
点） 
職員数14人（うち正職員2人（司
書1人）） 

子ども文化広場図書館 
蔵書9万1000点（児童書8万1000
点） 
職員数2名 
競輪関係の補助金で建設 
現在は市の施設 

子ども読書 
推進計画 

2009年4月に策定 
中央図書館発行 

2010年3月策定 
教育委員会生涯学習課発行 

2007年3月に策定 
一宮市発行 
一宮市子ども読書活動推進会議
編集 
事務局は図書館事務局 
現在2期目がほぼ完成 

計画の推進・管理 『推進計画』に記載なし 推進委員会（仮称）設置予定
（2010.3） 

子ども読書活動推進懇話会 
子ども読書活動推進会議 

推進計画の数値 
目標・評価 

具体的な事業が細かく90項目
表示されており、それぞれに目
標値が示されている 

努力目標6項目 目標値12項目 

公立図書館 
児童サービス 

中央図書館では専任による児
童サービス 

非常勤職員とボランティア中心 子ども専門の図書館の存在 

生涯学習等 ブックスタート事業は効果を
挙げている 

ブックスタートの継続 
4か月未満児のいる家に「こんに
ちは赤ちゃん訪問」する際、絵
本を届ける 
4か月児健診で絵本の読み聞か
せ体験を実施 

ブックスタートの実施 

学校数 小学校47校、中学校19校 小学校6校、中学校3校 小学校42校、中学校19校 

学校 学校図書館支援員制度がある
が、学校数の半数程度 
1人2、3校に入る 
学校図書館システムが入って
いない 

全校図書標準100％以上 
嘱託指導員が入ってシステムの
入力をしている 
小中学校で一斉読書実施 

学校図書館図書購入費、学校図
書館司書全校配置、図書館シス
テムの導入など、基本的なサー
ビス体制が作られている 

その他  保育園・幼稚園で週に1度絵本の
貸出 
「えほんノート」に絵本を読ん
だときに子どもの様子を保護者
に書いてもらう 

4期目の教育長のリーダーシッ
プ 

助成等    

学校図書館整備状
況（全国SLAと文
字・活字文化推進
機構、学校図書館
整備推進会議が実
施したアンケート
調査） 

2012年5月現在 

小学校1校あたり図書購入予算
493,106円、中学校1校あたり図
書購入予算997,053円 
学校図書館図書整備5か年計画
に基づき学校図書館図書費と
新聞購読費を予算化した 
学校司書は臨時・嘱託で1校担
当 
 

小学校1校あたり図書購入予算
116,667円、中学校1校あたり図
書購入予算150,000円 
地方財政措置に基づく学校司書
を配置の予算化をした（これま
でも配置していたが配置を増や
していない） 
学校司書は臨時・嘱託等で複数
校の学校図書館担当 

小学校1校あたり図書購入予算
607,238円、中学校1校あたり図
書購入予算1,008,158円 
地方財政措置に基づく学校司書
の配置の予算化をした（これま
でも配置していたが配置を増や
していない） 
学校司書は臨時・嘱託等で1校あ
るいは複数校担当 
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表 6.2 愛知県・三重県市町村の読書教育体制(2) 

 愛知県 三重県 

 小牧市 稲沢市 松阪市 

訪問理由 類型SG型典型 熱心さ 17位 (12)、類型Sg型 類型Sg型 典型 

都市としての特徴 人口14万7千人 
名古屋市の北方15㎞に位置し、
1959年の伊勢湾台風を契機に
田園都市から内陸工業都市へ
と変貌 
陸上交通要衝の中部の中核都
市に発展 

人口13万8千人 
愛知県の西部に位置し大都市近
郊ながら水と緑に恵まれている

人口16万8千人 
三重県のほぼ中央に位置し、縄
文時代からの歴史をもち、江戸
期も宿場町として栄えた 
現在も三重県の経済拠点の一つ

図書館システム 小牧市立図書館（本館）と「え
ほん図書館」と市民センター図
書室3室 
蔵書は491,276冊（うちえほん
図書館は32,123冊） 
Web上に子どものページがある

3館（中央館+2館） 
職員10人、臨時職員18人 
カウンター業務はTRCに委託 
Web上に子どものページなし 

2館 
指定管理 TRC 
中学校図書館11校にリブネット
から学校司書9人を派遣 
Web上に子どものページなし 

訪問図書館の規模 蔵書は217,356冊+施設配本用
46,738冊 
本館カウンター業務はTRCに委
託 

中央館は職員5人、臨時職員6人、
蔵書は323,230冊、複製絵画（貸
出用）30点 

 

子ども読書 
推進計画 

1次計画は平成18年3月策定 
2次計画は平成23年3月策定 
小牧市立図書館発行 
計画策定委員会+策定ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ 

平成22年3月発行 
『育てよう！ 自ら読み 自ら
考える いなざわの子』 
稲沢市（事務局 稲沢市図書館
発行 
計画策定委員会+ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

平成20年3月松阪市教育委員会
生きがい学習課発行 
現在2次計画作成中 

計画の推進組織 小牧市子ども読書活動推進協
議会（仮称）の設置が第1次計
画本文中に明記 
第2次計画には「必要に応じ連
絡会議を開催」 

子ども読書活動推進会議（仮称）
の予定（推進計画本文中） 

「教育委員会が中心となり、子
どもの読書活動を推進する会議
を開催」（計画本文中） 

推進計画の評価 「小牧市子ども読書活動推進
計画進捗状況調査票」を図書館
協議会に報告する 

「子ども読書活動推進計画進行
管理表」を図書館協議会がチェ
ックする 
目標値が19項目設定されている

第2次計画作成中の現在、第1次
計画の成果を検討 
数値目標なし 

公立図書館 
児童サービス 

読み聞かせ、子ども向け図書館
講座 
ブックスタートパックの提供
学校等へ配本サービス（担当者
2名） 
図書館から学校へ司書を派遣

ブックスタート、読書イベント、
1日司書体験、職場体験学習、ボ
ランティア養成講座、図書リサ
イクル会 

ブックスタート（1歳6カ月児健
診） 

生涯学習等  子育てセミナー、読み聞かせ、
ブックスタート（4カ月児健診、
絵本をプレゼント） 

 

学校数 小学校16校、中学校9校 小学校23校、中学校9校 小学校36校、中学校12校 

学校 司書教諭は全校発令 
学校司書の配置なし 
小牧市立図書館から6人が各校
に1週間に1回巡回する 
小牧市立図書館から配本サー
ビスを受ける 

「学校図書館司書補」を小学校
全23校に配置 

読書室いきいきプラン 
中学校1校に学校司書を配置 
他の11校にはリブネットから9
人派遣 
小学校には司書配置なし 
学校支援ボランティアのなかに
読書支援ボランティアがある 

助成等  県事業 
地域活性化交付金（2011年度 
23,453千円） 

平成23年度光を注ぐ交付金で図
書館児童書活性化事業 
県事業 
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その他 教育長の方針で「えほん図書
館」を設立 
公共図書館が学校支援にも子
ども読書活動の推進にも責任
をもっている 

愛知県の平成23年度「ことばの
学習活性化推進事業」の委託8市
町に含まれ、「朝の読書」「読
書タイム」の推進、「読み聞か
せ」「ブックトーク」の推進、
学校行事としての「図書館まつ
り」「読書週間」などの開催、
新刊図書や推薦図書の紹介、学
校図書館ボランティアとの協
働、「ブックウォーク」の推進、
児童生徒による図書委員会での
読書啓発活動の推進、学校図書
館関係者を対象とした研修会の
開催、PTAなどを通して子ども読
書に関する啓発活動の実施等に
小中学校で取り組んだ 

教育長の方針で「教育ビジョン」
の柱のなかに「読書」がある 
読書だけを考えるのではなく学
校を真ん中において行政がしく
みをつくる 
思春期のためのライオンズ・ク
エスト・プランを導入して 規
範意識を育てている 
中学校が荒れていたので、2006
年度から中学校に学校司書を配
置 
教育委員会が横断的に結束して
いて事にあたっているようにみ
られる 

学校図書館整備状
況（全国SLAと文
字・活字文化推進
機構、学校図書館
整備推進会議が実
施したアンケート
調査） 

2012年5月現在 

小学校1校あたり図書購入予算
1,066,667円、中学校1校あたり
図書購入予算1,611,111円 
地方財政措置に基づき学校司
書の配置を予算化した（これま
でも配置していたが配置を増
やしていない） 
学校司書は臨時・嘱託等で複数
校担当 
 

小学校1校あたり図書購入予算
391,304円、中学校1校あたり図
書購入予算1,000,000円 
新学校図書館図書整備5か年計
画に基づき学校図書館図書費と
新聞購読費を予算化した 
地方財政措置に基づき学校司書
の配置を予算化した（これまで
も配置していたが配置を増やし
ていない） 
学校司書は臨時・嘱託等で1校担
当 

小学校1校あたり図書購入予算
300,000円、中学校1校あたり図
書購入予算510,000円 
地方財政措置に基づく学校司書
の配置を予算化した（これまで
も配置していたが配置を増やし
ていない） 
学校司書は正規の職員としてフ
ルタイムで1校担当 
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表6.3  三重県・島根県市町村の読書教育体制(3)  

 三重県 島根県 

 津市 東出雲町 

訪問理由 熱心さ 1位 (25)、類型sG型 
学校重視上位1/4に位置 

熱心さ12位（13）、類型SG型 
学校重視上1/4に位置 

都市としての特徴 平成18年1月の市町村合併によ
り、県下最大の市域の市県庁所在
地で官公庁や文教施設が集約し
ている 
人口28万7千人 

人口1万4千人 
島根県の本当に位置し企業城下町 
古事記の黄泉の国への入り口がある
とされる 
2011年8月1日松江市と合併 

図書館システム 9図書館+2図書室 
蔵書は1,025,548冊（うち児童書
は302,971冊） 

町立図書館1館 

訪問図書館の規模 蔵書は353,776冊（うち児童書は
104,855冊） 

 

子ども読書 
推進計画 

平成20年3月策定 
教育委員会発行 
「努力目標一覧表」（9項目）が
掲載されている 
「推進計画」を改訂作業中 

2010年4月策定 
『「読みの国 ひがしいずも」をめ
ざして 平成22年度～平成26年度』 
東出雲町教育委員会 

計画の推進・管理 子ども読書活動推進会議 
推進会議の下に、津市子ども読書
活動推進実行委員会と、子ども読
書活動推進ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ （゚関係各
課担当者による） 

学校図書館支援センターが計画を管
理し、進捗状況を把握する 

推進計画の評価 平成25年度に実態調査を行い、計
画策定に先立ち行った実態調査
と比較検討して計画の推進につ
いて総括を行う予定 

目標値16項目を記載 

公立図書館 
児童サービス 

おはなし会 
家庭における絵本の読み聞かせ
勉強会、保護者の絵本の理解を促
進する講座、児童文学作家による
講演会、子ども参加型イベント、
ボランティア養成と活動支援、情
報の発信、社会見学受け入れ、学
校での研修会に司書を派遣、学校
図書館司書とボランティアの研
修会、ブックスタート関連事業 

おはなし会や親子読書会 
幼児園（保育所・幼稚園）への絵本
の団体貸出による親子読書の推進 
子どもの読書活動推進に関わる講座
やイベント 
ボランティアへの研修 
推薦図書リストの作成 

 

生涯学習等 「津市手づくり絵本コンクール」
民間事業･･･津市PTA連合会の読
み聞かせ、読書ボランティアネッ
トワーク 
書店商業組合との連携 

子育て支援センターとの連携・協力
（イベントや乳児教室での絵本紹
介） 
読書関連の物流ネットワーク 
ノーテレビデーに合わせた家読の普
及 
公民館での子ども読書会等の開催 
民間団体の開催する読書会等への協
力 

学校数 小学校55校、中学校20校 小学校3校、中学校1校 

学校 輝きプロジェクト 
生き生き読書活動推進事業「津市
読書バドンリレー」 
学校図書館運営研修講座 
学校図書館司書ワーキング会議 

全校に学校司書配置 

助成等 県事業 
子どもゆめ基金平成23年度 

学校図書館支援センター事業 
新教育プログラム 
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その他 市内の読書関連諸事業を掌握し
て推進活動として位置づけてい
る 
行政も横断的に連携し、行政・民
間・教育機関も連携 

2006年に学校図書館支援センターを
設置 
 

学校図書館整備状況
（全国SLAと文字・活
字文化推進機構、学
校図書館整備推進会
議が実施したアンケ
ート調査） 

2012年5月現在 

小学校1校あたり図書購入費
354,164円、中学校1校当たり図書
購入予算616,227円 
新学校図書館図書整備5か年計画
に基づき学校図書館図書費を予
算化した 
地方財政措置に基づき学校司書
の配置の予算化をした（これまで
も配置をしていたが、配置を増や
していない） 
学校司書は臨時・嘱託等で複数校
担当 

<松江市>の学校図書館整備状況 
小学校1校当たり260,486円、中学校1
校当たり465,529円 
地方財政措置に基づき学校司書の配
置を予算化した（これまでも配置し
ていたが、配置を増やしていない） 
学校司書は臨時・嘱託等で1校担当 

 
 
 




