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Ⅰ　研究の背景と目的

　北海道夕張市は 2007 年 3 月に財政再建団

体となり，美術館や市民会館など，多くの公

共施設が廃止された。図書館もその中の一つ

である。市立図書館は 2006 年度末をもって

閉館し，代わりに約 2 万冊の蔵書を有する

夕張市図書コーナー（以下，図書コーナーと

する）が市の中心部にある保健福祉センター

内に設置された。財政破綻後の夕張市の図書

館サービスの現状については，図書コーナー

に唯一配属された嘱託職員（司書）である平

井由美子の報告 (1)，図書コーナーや市内の

学校を対象に図書の貸出や運営相談を行って

いる北海道立図書館市町村支援課（以下，道

立図書館とする）の鈴木浩一の報告 (2) があ

る。平井の報告は，読み聞かせボランティア

サークルの活動や道立図書館の支援により，

旧図書館時代よりも活発な活動が行われてい
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【要旨】

　北海道夕張市は 2007 年 3 月に財政再建団体となった。それに伴い，閉館した市立図書館

に代わって，約 2 万冊の蔵書を有する図書コーナーが設置された。財政破綻後の夕張市の図

書館サービスについては当事者による報告があるが，図書館以外の子どもの読書環境につい

ては詳らかではない。特に，子どもが生活の大半を過ごす学校内にある学校図書館は重要で

ある。本研究では，夕張市における子どもの読書環境の現状と課題を把握することを目的に，

夕張市図書コーナーと市内の学校図書館，及び夕張市に対して支援を行っている北海道立図

書館を訪問し，関係者に聞き取り調査および質問紙調査を行った。検討の結果，図書コーナ

ーと学校とが社会教育と学校教育の枠を越えて，蔵書面，運営面の両面で緊密に連携する必

要があること，市（教育委員会）は，読書環境，学習環境としての学校図書館の重要性を認

識し，自ら対策を講じる必要があることが明らかになった。

　【キーワード】
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ることを紹介している。鈴木の報告は，これ

までの夕張の図書館活動の状況と支援を始め

た経緯，支援内容に触れながら，図書コーナ

ー開設直後の活動状況を紹介している。

　平井と鈴木の報告からは，図書コーナーを

中心とした夕張市の読書活動の状況を知るこ

とができる。しかし，その他の施設における

読書活動については詳らかではない。特に，

子どもの読書環境のあり方を総合的に考えよ

うとする場合には，公共図書館（夕張の場合

は図書コーナー）の活動だけではなく，学校

図書館や幼稚園，保育所，市内の書店などの

現状にも注目する必要がある。なかでも学校

図書館は，子どもにとって最も身近な読書環

境として，生活の大半を過ごす学校内にあり，

その存在は大きいと考えられる。

　そこで，本研究では，夕張市における子ど

もの読書環境の現状と課題を把握することを

目的に，2 度にわたり，関係者に対して聞き

取り調査または質問紙調査を行った。

　1 度目の調査では，2007 年度までの状況

を把握することを目的に，2008 年 3 月に現

地を訪問し，聞き取りを行った。訪問先は，

図書コーナー (3)，市内の学校図書館（夕張

市立清水沢小学校，以下，清水沢小学校とす

る）(4)，道立図書館 (5) である。表 1 は，訪

問先に事前に書面にて提示した調査項目を抜

粋したものである。

　2 度目の調査では，2008 年 8 月に図書コ

ーナーに対して FAX を用いて質問紙を送付

し，回答を得た。主な調査内容は，2008 年

度（4 月～ 7 月）の図書コーナー等の活動状

況である。

　本稿では，平井や鈴木の報告，ならびに筆

者らが行った調査の結果をもとに，図書コー

ナーや市内の学校図書館でどのような活動が

行われ，道立図書館が市内の学校に対してど

のような支援を行ってきたかを検討し，その

結果に基づき， 今後，夕張市において子ども

の読書環境を充実していこうとする際に考え

られる課題と解決の方途を考察する。

Ⅱ 夕張市における子どもの読書環境の概要

1. 夕張市の概要

　夕張市は北海道のほぼ中央に位置し，山

や丘陵に囲まれている（図 1 参照）。面積が

763.2Km2 あり，かつ南北に広がっているの

が特徴であるにも関わらず，公共交通機関は

必ずしも十分ではない。炭鉱の街として栄え

た最盛期（1960 年代頃）には約 12 万人が

居住していた。炭鉱閉山後は観光やメロン栽

培を中心に街おこしを狙ったが，人口流出，
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雇用の創出にはつながらず，市の財政悪化は

深刻となった。2006 年 11 月には夕張市財政

再建の基本的枠組み案 (6) が市民に向けて発

表され，2007 年 3 月 6 日に財政再建団体と

なった。2008 年 3 月末の人口は約 1 万 2000
人である (7)。

2. 財政破綻以前の図書館活動と図書コー

　ナー設置に至るまでの経緯

　旧図書館（市立夕張図書館，2007 年 3 月

末閉館）は市役所がある市内北部に位置して

いた。約 6 万冊の蔵書を有し，兼任図書館

長を含む職員 4 名で運営にあたっていた。

2008 年 3 月現在，旧図書館の建物は雨漏り

の状態が酷く，建物自体が使用不可となって

いる。

　道立図書館の鈴木によると，旧図書館は

“40 ～ 50 年前の図書館のイメージ”であり，

館内サービスを中心とする活動を細々と行っ

ていたのが現状であった。全国各地の公共図

書館ではボランティアが読み聞かせなどの活

動を行っているが，夕張には存在しなかった。

旧図書館の 2005 年度の活動実績は，貸出冊

数約 8,000 冊，人口一人あたり 0.57 冊であ

った (8)。同年の北海道内における人口一人

あたりの貸出冊数は約 4冊となっており(9)，

これと比べても旧図書館の活動が低調であっ

たことは明らかである。鈴木は，夕張の図書

館活動が低迷していた要因として，①施設の

老巧化，②サービス拠点の少なさを挙げてい

る。特に，②のサービス拠点の少なさについ

ては，面積が広く，アクセスも十分ではない

ため，遠隔地の住民が気軽に図書館を利用で

きる状況になかったこと，それにも関わらず，

各地区に設けていた分室（巡回図書コーナー）

の体制も不十分であったことを指摘している
(10)。

　図書館が廃止される方向に至ったのは，

2006 年 11 月に発表された財政再建の基本的

枠組み案の発表によるものであった。その中

で，図書館を含む公共施設を休止または廃止

する計画が示された。道立図書館が初めて夕

張市と連絡の機会を持ったのは，2006 年 7
月頃であった。道立図書館は，図書館のない

街，あるいは図書館の運営体制が不十分であ

る街への支援を行っている。財政再建の基本

的枠組み案発表後の 2006 年 12 月には，道

立図書館の職員が直接，夕張に出向き，運営

相談に応じた。その際，当時，図書館長を兼

務していた教育委員会社会教育課長から図書

館は廃止になるが，図書館機能だけは残した

い，保健福祉センターへの移転を検討してい

るとの話があった。道立図書館からは，蔵書

の貸出と運営相談で支援に応じたい旨を返答

した。

　

3. 市内の学校の状況

　2007 年度の市立学校数は，小学校が 7 校，

中学校が 4 校である（図 2 参照）。夕張市財

政再建計画とその後の検討の結果，最終的に

小学校，中学校がそれぞれ 1 校に統合される

ことになった (11)。市内には，その他に道立

の高等学校が 1 校，高等養護学校が 1 校ある。

出典：読売新聞北海道支社夕張支局，
　「限界自治 夕張検証」，梧桐書院，2008，pp.239.
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4. 書店，幼稚園，保育所などの状況

　市内には書店を兼ねている文具店が 2 軒

ある。2 軒とも書店専業ではないため，取扱

い点数は少ないが，本の注文（取り寄せ）を

受け付けている。市内の幼稚園（1 園）や保

育所（5 ヵ所）でも絵本を所蔵しており，職

員が図書コーナーに本を探しに来ることがあ

る。児童館や地域文庫などはないが，財政破

綻後に発足した読み聞かせのボランティアサ

ークル，子どもの読書活動を支援する団体が

活動している（後述）。

Ⅲ 夕張市における子どもの読書推進活動：

　2007 年度の状況

1. 図書コーナーにおける活動

　図書コーナーは火曜日から土曜日（祝祭日，

年末年始を除く）を開館日とし，一人 10 冊

2 週間の図書貸出を行っている。運営には，

嘱託職員（司書）が一人であたっている。嘱

託職員の平井は札幌市内の短大で司書資格を

取得し，20 年余り，夕張市内の学校図書館

や市立図書館（旧図書館）に勤務した経験を

持つ。

　図書コーナーの蔵書は，保健福祉センター

1階の3つのスペースに分散配置されている。

一番広いスペース（250m2）には，一般書，

児童書，郷土資料が置かれ，貸出やレファレ

ンス業務などを行うカウンターがある。その

他に，調べ学習室，文庫本や新聞・雑誌を配

置しているスペースがある。調べ学習室には

事典類や児童生徒が調べ学習に使える図書を

排架し，会議用の長机とパイプ椅子が用意さ

れている（写真 1 参照）。

　図書コーナーには旧図書館の蔵書の約 3 分

の 1 を運び入れた。2008 年 2 月末現在の蔵

書は 20,882 冊であり，うち児童図書として

分類されているのは 5,287 冊である（写真 2
参照）。2007 年度図書費はゼロであったが，

新聞社や出版社からの寄贈により 1,165 冊の

新着図書を受け入れた。この中には，紙芝居，

しかけ絵本などが含まれている。なお，夕

張市では，図書コーナーの他に，巡回図書コ

ーナーを小学校（3 校），中学校（4 校），障

害者施設などに設置している。ただし，月 2
～ 3 回，20 冊程度の本の入れ替えを行って

いる程度であり，その内容は十分とはいえな

い。

　図書コーナーでは，閲覧，貸出，レファレ

ンスの基本的なサービスの他，一歳半検診時

に父母に対し，読み聞かせの啓蒙や読み聞か

せに適した絵本の紹介を行っている。一歳半

検診は保健福祉センターの 2 階を使って行

われるため，その際にはボランティアがカウ

ンター業務を代替している。ボランティアに

ついては，巡回図書コーナーへの配本を行っ

ているボランティアが 2 名いる他，読み聞か

せボランティアサークル「ひなたBOOKb（ぼ

っこ）」が 2007 年度に発足し，活動してい

る (12)。「ひなた BOOKb」は，2006 年度に旧

写真 1 調べ学習室の様子

写真 2 児童コーナーの様子
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図書館で開催した読み聞かせ講座の参加者を

中心に結成された。「ひなた BOOKb」の読

み聞かせは，図書コーナー（月 2 回午前中，

幼児向け）の他，学童保育所，小学校，幼稚

園，保育所でも行われている（夏休み，冬休

み，その他不定期）。「ひなた BOOKb」のメ

ンバーは，近隣市町村の読み聞かせボランテ

ィアとも交流を持っている。

　従来，夕張市では読み聞かせや読書に関連

するボランティアの活動は行われていなかっ

たが，財政破綻後に 2 つの団体が発足した。

一つは前述した「ひなた BOOKb」であり，

もう一つは子どもの読書活動や文化活動を支

援する団体「子ども文化の会－かぜちゃる－」

（以下，「かぜちゃる」とする）である。「か

ぜちゃる」には「ひなた BOOKb」のメンバ

ーを含む夕張市民の他，札幌，江別，恵庭，

新篠津，旭川から子どもの本に関わる人々が

参加している。主な活動内容は，読売新聞社

からの助成金による絵本作家の講演会や人形

劇，お話会，語りの会などである (13)。

　図書コーナー開設後のもう一つの特徴と

しては，子ども（幼児，小・中学生）の利

用が大幅に増えたことが挙げられる。図 3
は，2006 年度および 2007 年度の子どもの

館外貸出冊数を月ごとに示したものである。

2006 年度（11 月から 3 月は休館）は旧図書

館，2007 年度は図書コーナーにおける統計

である。旧図書館時代には月平均 22 日開館

し，ひと月あたりの平均貸出冊数は 48 冊で

あった。他方，図書コーナー開設以後は月平

均 20 日開館し，ひと月あたり平均約 256 冊

の貸出があった。旧図書館時代には全体とし

て活動が低調であったにも関わらず，図書コ

ーナー開設後に貸出利用が増えた要因として

は，次の二点を挙げることができる。第一に，

移転先となった保健福祉センターのある周辺

地域の人口比率が他の地域に比べて高かった

ことである。第二に，保健福祉センターの近

隣に公営住宅があり，そこに住む小学生がよ

く利用していることである。限られた範囲で

はあるものの，子どもの生活圏内にある保健

福祉センター内に図書コーナーが設置された

ことで，おのずと利用が増加したと考えられ
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る。ただし，一般利用者（大人）に関しては，

貸出利用は横ばいであるものの，館内利用（閲

覧）は減少傾向にある。その原因の一つとし

ては，雑誌の新規購入を行っていないことが

考えられる (14)。

　旧図書館時代に比べ，利用が増加したとは

いえ，未だ子どもが自ら本に触れられる環境

は限られている。図書コーナーの他に，巡回

図書コーナーを設けているものの，その体制

は必ずしも十分とはいえない。また，それら

すべてが子どもの足で通える距離にあるとは

言いがたい。平井自身もサービス拠点の少な

さは課題としてとらえており，学校との協力

体制の確立が重要であるという考えを持って

いる。また，小・中学校が 1校ずつに統合さ

れた後の構想として，廃校になった学校の教

室に旧図書館の蔵書などを配置し，活用する

ことを検討しているとのことであった。

2. 学校図書館の運営と読書活動

(1) 清水沢小学校

　今回訪問した清水沢小学校は，市の中央部

に位置し，児童数 137 名，教員数 14 名，学

級数 9（うち普通学級 6，特別支援学級 3）で

構成されている（2008 年 3 月現在）。

　学校図書館の広さはおおよそ教室 2 つ分

で，蔵書数は 1,635 冊である（写真 3 参照）。

貸出冊数の集計は行われていなかったが，低

学年の利用が比較的多いようである。図書の

購入に使える予算は計上されておらず，学校

予算全体から支出している。筆者らは今回，

学校図書館の見学を行ったが，蔵書は児童書

（文学）を中心に構成されており，新着図書

コーナーに 70 冊ほどの本が別置されている

他は，比較的古い本が多いという印象を受け

た。特に，調べ学習や児童の興味関心に対応

するのに必要な図書（社会科学，自然科学な

どの分野）については，必ずしも配慮が行き

届いているとはいえない状況であった。

　学校図書館の運営については，校務分掌に

よって一人の教員が担当している。司書教諭，

学校司書は配置されていない。図書館は常時

開館しているが，担当者が常駐しているわけ

ではない。したがって，学校図書館の実質的

な開館時間は，児童図書委員会が活動してい

る昼休み，2 ～ 3 時間目の間の休み時間，放

課後が中心である。児童図書委員会は，学校

図書館担当の教員の指導のもと，図書の貸出

や書架整理などを行っている。学校全体での

読書活動（朝の読書など）は行っていないが，

夏休みや冬休みに読む冊数の目標を決めさせ

ているため，その際に学校図書館が利用され

ている。また，ボランティアなどの体制は整

っていない。

　清水沢小学校の児童にとっては，学校図書

館が読書材（読み物）のほぼ唯一の入手先で

ある。清水沢小学校と図書コーナーは車で約

10 分の距離にあり，交通手段が十分ではな

い夕張では，児童一人で図書コーナーに通う

ことはできない。清水沢小学校長である順毛

誠一は学校図書館が重要である，今後は図書

コーナーとも連携していきたいとの考えを示

した。ただし，学校図書館担当の教員は，学

級担任や教科などの仕事をこなしながら，図

書館運営に携わっている。そのため，仕事の

優先度はどうしても 3 番手になってしまう

のが現状のようであった。したがって，現状

では学校内で学校図書館の充実を考える体制

は整っていないと考えられる。

　なお，将来的に小学校が 1 校に統廃合さ

写真 3 清水沢小学校図書館の様子
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れた際には，清水沢小学校が統合先となる予

定である。廃校となる学校の図書については，

ゆくゆくは図書コーナーと協議しながら，整

理していくことになるのではないかとのこと

であった。

(2) 道立図書館による学校支援

　道立図書館では市立夕張図書館の廃止の計

画が示された 2006 年末から 2007 年にかけ

て，夕張市と協議し，図書コーナーへ蔵書の

大量一括貸出と運営相談を行うことを決定し

た。それと同時に，学校に対して，学校の読

書活動，学校図書館活動への支援（以下，学

校支援とする）を行うことになった。

　初めての学校支援は，2007 年 2 月下旬に

3 つの小学校で行われた。内容は，児童書の

新刊約 2,000 冊，しかけ絵本約 150 冊の貸出，

道立図書館職員と札幌在住のボランティアに

よる読み聞かせである。道立図書館の蔵書を

直接学校へ運び，児童は自由に本を手に取っ

て読んだり，借りる本を選んだりすることが

できた。実際に貸出したのは約910冊である。

一度に大量の本に触れることができる企画は

好評のうちに終わった。

　2回目の学校支援は，すべての小学校（7校）

で 2007 年 7 月に行われた。その際には，約

2,500 冊の図書を運び，全体で約 1,300 冊の

貸出があった。道立図書館側では貸出冊数の

制限をしなかったため，一人で 18 冊借りた

児童もいた。当日は 2007 年度に発足した「ひ

なた BOOKb」のメンバーも参加し，読み聞

かせを行った。

　ある学校では次のようなやり取りも生まれ

た。児童から，ある児童文学の名作が読みた

いとのリクエストが寄せられたのである。た

だし，道立図書館から運んだ本は児童書の新

刊が大半であったため，そのリクエストにそ

の場で応えることはできなかった。しかし，

図書コーナーでその本を所蔵していたため，

後日，図書コーナーから児童へ手渡すことに

なった。図書コーナーが機能していたからこ

そ，「あの本が読みたい」という児童の読書

意欲の芽を潰さずに済んだ。道立図書館によ

る学校支援は，児童に読書環境を提供しただ

けではなく，結果として，学校と図書コーナ

ーが結びつくきっかけになった。

Ⅳ　2008 年度の活動と今後の見通し

　予算ゼロから出発した図書コーナーである

が，その状況は 2008 年度も同様である。し

かし，前年度に引き続き，新聞社や出版社か

ら寄贈の申し出が寄せられている。旧図書館

は雨漏りの状況がさらに酷くなってきた。旧

図書館には図書コーナーに運びきれなかった

蔵書がそのまま保存されており，それらを今

年度中に空き校舎に運ぶ計画で準備が進んで

いる。

　道立図書館による学校支援も引き続き，全

小学校で実施された。今年度から道立図書館

は図書だけを送る形とし，実際の運営につい

ては，教育委員会の協力を得ながら，「ひな

た BOOKb」が中心になって進めている。

　6 月 29 日には「子どもの本フェスティバ

ル in ゆうばり」がゆうばり市民会館で開催

された。主催は，活字文化推進会議，および「か

ぜちゃる」である。当日は，落合恵子氏や赤

木かん子氏らによる講演，人形劇，手品，飛

び出す絵本の展示などが行われ，全道各地か

ら約 720 名が参加した。スタッフ・ボラン

ティアとして関わったのは，約120名である。

スタッフとしては，活字文化推進会議と「か

ぜちゃる」の他，夕張保育士会，夕張医療セ

ンター，読売新聞社の関係者が，ボランティ

アとしては，北海道教育大学岩見沢校美術専

攻の学生，北海道薬科大学ボランティア部の

学生・教員，夕張観光協会などの関係者が協

力した。

　今後の夕張の読書活動の見通しに関連し

て，2008 年度の新たな動きとしては，①市
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の「教育行政執行方針」に読書活動の推進が

盛り込まれたこと，②学校図書館を市民開放

する計画が挙げられる。

　①「教育行政執行方針」については，学

校教育における学習指導の項目の中で“学校

や家庭で読書に親しむ取組みを通して，読む

ことに対する興味・関心を高めるために，そ

れぞれの役割を果たす取り組みを進めます”

と明記された (15)。図書コーナーの活動につ

いても，引き続きボランティアや道立図書館

の協力を得ながら進めていくことを謳ってい

る。市の方針として読書活動の推進が打ち出

されたことは重要であろう。ただし，具体的

な取り組みの内容や予算措置については明示

されていない。また，2001年に制定された「子

どもの読書活動の推進に関する法律」では，

都道府県および市町村に対して，「子どもの

読書活動の推進に関する計画」を策定するよ

うに求めているが，夕張市では策定されてい

ない (16)。

　②学校図書館を市民開放する計画は，寄贈

本の一部を活用して行うもので，一部に反対

意見はあるが，教育委員会の社会教育担当者

が実施に向けて動いている。前述したように，

旧図書館時代からサービス拠点の不十分さは

課題となっていた。2007 年 3 月の聞き取り

調査の際に，平井が学校の空き教室を活用し

ての旧図書館の蔵書の保存・活用計画を示し

たが，その構想が単なる保存にとどまらない，

市民開放という方向で具体化してきたものと

考えられる。

　また，将来，統廃合で残った学校の図書館

整備を平井が中心になって行う予定である。

平井は今後，自身の手でブックトークなどを

行ったり，引き続き読み聞かせボランティア

の協力を得たりすることで積極的に学校と関

わっていきたいという意向を持っている。

Ⅴ　考察

　地方自治体の財政難は，財政再建団体とな

った夕張市だけではなく，全国に及んでいる。

財政難の中でいかに公共サービス，教育の質

を保障していくかは多くの自治体の課題とな

っている。

　夕張市では予算はつかないものの，司書歴

20 年余りの職員のいる図書コーナーを開設

することができた。旧図書館時代からのベテ

ラン司書が残ったことで，図書コーナーは単

なる書庫代わりではなく，図書館機能を維持

することができた。このことは，市民の最低

限の読書環境と生涯学習の場がギリギリのと

ころで保たれたという重要な意味を持ってい

る。

　ただし，図書コーナー内のサービスは，市

内のすべての子どもには行き届かない。図書

コーナーの他にも，いくつかのサービス拠点

（巡回図書コーナー）を設けているものの，

その内容は不十分と言わざるを得ない。子ど

もに最低限の読書環境と学びに必要な情報を

保障することは最重要課題である。特に，図

書コーナーや書店に通うことができない児童

生徒にとっては，学校図書館が読書意欲や学

びのための手立てを保障する生命線となる。

その学校図書館を真の意味で生かしていく

ためには，今まで以上に図書コーナーと学校

とが緊密に連携していくことが求められる。

図書コーナーとしては，特に学校と積極的な

連携を取る必要があるとの認識を持っている

が，可能な限り，学校教育と社会教育の枠を

越えて，蔵書面，運営面の両面において，一

体的な取り組みを考慮することも必要になる

と思われる。例えば，旧図書館の蔵書などを

学校図書館に転用し，活用するといった対応

が考えられる。実際に，筆者らが現地を訪問

した後に，学校図書館の市民開放という形で，

市民のための読書環境の充実と学校図書館の

整備を図ろうとする動きが現われた。今後実
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現することが期待される。

　もちろん，図書コーナーは学校への支援，

児童サービスだけに集中するわけにはいかな

い。全人口の 4 割を占める高齢者を含む一般

市民へのサービスも同様に重要である (17)。

したがって，市（教育委員会）と学校は，児

童生徒の読書環境，学習環境としての学校図

書館の重要性を認識し，自ら対策を講じるこ

とが求められる。その上で，必要に応じて図

書コーナーや道立図書館に引き続き支援を求

めていくべきであろう。図書コーナーでは市

民による読み聞かせボランティアが発足し，

活動を行っている。今後は，学校図書館につ

いても，保護者や市民の協力を求めながら，

読み聞かせなどの読書活動や今後廃校となる

学校に残される図書館の蔵書の整理などを行

っていくことが可能ではないだろうか。この

ような活動は，保護者や市民に学校図書館や

子どもの読書活動が重要であるという認識を

育てることにもつながると考えられる。

　予算はつかなくても，人さえいればできる

ことは沢山あることを図書コーナーと職員で

ある平井は筆者らに示してくれた。今なお，

そしてこれからも夕張市の子どもの読書環境

は厳しい状態であることに変わりはないだろ

うが，今後の動向にも注目していきたいと考

えている。
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