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市民意見聴取（パブリックコメント）での「意見の内容」と「市の考え方」 

●意見提出期間 平成 22年 12 月 15 日から平成 23年１月 14日まで 

●意見提出者 ５名 

●意見の内容 １５項目（下記のとおり） 

№ 意見の内容 市の考え方 

1-1 図書館ボランティアの育成推進につ 

いて （第４章 推進のための取組 ３ 

－(2) －⑤） 

現在、市立図書館（本館、西部館、 

移動図書館）は、指定管理者の運営管 

理となっている。 

(1) 指定管理者の公的施設（図書館 

ほか）でのボランティア、ボランテ 

ィア活動をどう考えるか明確にす 

べきです。 従来の延長でボランティ 

ア（活動）を考えるべきでない。現 

状についても再考すべきです。 

(2) 従って、「市立図書館等で活動す 

るボランティアの育成を推進し、 受 

け入れ体制の整備を図る。」につい 

ては、再考すべきです。 

当初から、 善意のボランティアに 

期待し、 しかも育成するとは間違い 

です。 

市立図書館・西部図書館は、市が指 

定管理者に管理運営を委ねています 

が、市は運営の基本視点として、多様 

な図書館サービスを展開するため、 ボ 

ランティアとの連携を一層進めるこ 

とを明らかにし、 ボランティア団体と 

の連携や図書館ボランティア養成講 

座の企画・開催等を基本協定書に盛り 

込んでいます。 

そして、現在、指定管理者は、絵本 

の読み聞かせや点字図書整備などに 

ついて、ボランティア団体と連携し、 

利用者に図書館サービスを提供して 

います。 

計画素案では、 こうした活動中のボ 

ランティアのスキルアップを支援し 

たり、 新たに市立図書館等で活動する 

ボランティアを育て、 活動の場を確保 

したりすることで、 ボランティアとの 

連携による図書館等のサービスの更 

なる充実や、 読書活動の支援者を増や 

し、交流の輪が広がることにより、読 

書活動の推進に資するものと考えら 

れることから、 図書館ボランティアの 

育成推進を盛り込んでいます。 

1-2 市立図書館から学校園への支援につ 

いて 

(1) 図書館から学校園への読書活動 

支援を行う。学校司書と連携し、学 

校図書室の活性化を図る。 児童の読 

書、地域・家庭との連携も生まれる 

のではないでしょうか。 

(2) 予算も考えて、トライヤル、三 

か年、五か年と継続的に行うこと。 

本や読書に関する情報の拠点であ 

り、 専門職員がいる市立図書館が子ど 

もの読書活動の推進役として、 学校園 

への読書活動支援を行うことは非常 

に重要であり、「学校園との連携」の 

項目を掲げ、 協力体制を促進していく 

こととしています。
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№ 意見の内容 市の考え方 

2-1 ブックサポーターについて 

昨年度より小学校にプックサポー 

ターが配置されていますが、 司書では 

ありません。専門職の司書であれば、 

学校からの指示がなくとも、 図書分類 

整理、修理、読み聞かせ等、毎日のよ 

うに出来ます。新しい本が入れば、ブ 

ックトークで紹介して、 子どもたちが 

興味を持てるように働きかけないと 

子どもは読みません。 アルバイトで良 

いので司書の配属を強く希望します。 

平成 21年 10 月から、 国の緊急雇用 

創出事業を活用し、 小学校にブックサ 

ポーターを配置しており、 ブックサポ 

ーターは、 教育委員会事務局の司書の 

指導を受け、また、司書に相談をしな 

がら学校図書室での業務に当たって 

います。 

学校には、 司書教諭が配置されてお 

り、 計画素案では、 司書教諭を中心に、 

ボランティアの協力も得ながら、ま 

た、 図書委員会等の活性化を図りなが 

ら、 読書活動の推進に取り組むことと 

しています。 

なお、司書の配属に関しては、これ 

まで司書教諭の専任化による定数配 

置を国・県に求めてきており、今後も 

引き続き、要望していきます。 

2-2 学校図書室と子ども図書館との予約 

サービスについて 

子ども図書館は、 駅からも近く便利 

で、市立図書館よりも利用しやすい 

が、 オンラインによる蔵書検索ができ 

ないのが不便です。理想的なのは、各 

学校からパソコンを通して蔵書検索 

をし、予約サービスができれば、図書 

ボランティアの負担もかなり減りま 

す。 

みなくる（子ども図書館）は、子育 

て支援の一環として、 本を通して安心 

して楽しめ、 ゆっくりとした時間を過 

ごせる子どもと保護者の居場所とし 

て設置している施設であり、 蔵書の照 

会、予約サービスについては、窓口で 

対応しています。 インターネットを通 

じた蔵書検索、 予約サービスについて 

は、運営体制面等の問題もあり、計画 

素案では、 市立図書館での予約サービ 

スの充実を掲げているところです。 

（なお、市立図書館では、平成 23 年 

１月から貸出されていない図書への 

予約が可能となり、 図書の予約サービ 

スの充実が図られています。 ） 

2-3 読み聞かせについて 

読み聞かせに関心を持ち、 活動をさ 

れている方々は多くなってきている 

と思われるが、 質の向上のための講座 

があれば良い。 日本朗読協会のプロか 

ら学ぶとか、 ストーリーテラーの先生 

から絵本の読み聞かせを学ぶなど、 子 

どもに伝わる読み方も大切です。 

本の読み聞かせ講座・講習会につい 

ては、 図書ボランティアや関心のある 

方を対象にみなくる（子ども図書館） 

で、保護者を対象に保育所・幼稚園や 

市立図書館で、 開催していくことを計 

画素案に盛り込んでいます。 

また、 保育士や教職員の読み聞かせ 

講習会への参加を進めていくことも 

盛り込んでいます。
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№ 意見の内容 市の考え方 

2-4 図書ボランティアとブックサポータ 

ーについて 

小学校の図書ボランティアをして 

いるが、 子どもへの読書推進に強い志 

を持つ人が少なくなっており、 今後グ 

ループをまとめる人がいなくなる。 

小学校においては、 学校が窓口とな 

り、ボランティアと直接つながり、グ 

ループの代表としてまとめることが 

できないか。 

ボランティアの負担が減り、 ボラン 

ティアを続けていけるよう、 ブックサ 

ポーターがボランティア側のまとめ 

役になり、選書、読み聞かせなどを指 

導できるよう、ブックサポーターは、 

司書を配属してもらいたい。 

計画素案では、 小学校における子ど 

もの読書活動の推進のための取組と 

して、 読書活動ボランティアとの連携 

を図っていくことを盛り込んでいま 

す。

校内での児童の読書活動の推進に 

当たって、 学校とボランティアの連携 

の形は、 学校によって様々であると思 

われますので、 各学校でボランティア 

と十分話し合って進めていきます。 

なお、司書の配属に関しては、これ 

まで司書教諭の専任化による定数配 

置を国・県に求めてきており、今後も 

引き続き、要望していきます。 

3-1 学校図書室の図書の整備について 

昨年のびっくりするような図書整 

備は良かったが、選書が、今の児童・ 

生徒が求めるものとの差が大きかっ 

た。 

計画素案では、 学校図書室の図書の 

整備に当たっては、 多様なニーズに応 

えられる魅力ある図書の整備につと 

めること、 蔵書の基本方針を踏まえつ 

つ、児童・生徒の希望にも配慮するこ 

とを盛り込んでいます。 

3-2 学校図書室の図書ボランティアにつ 

いて

計画素案については、 図書ボランテ 

ィアに期待が大きいように思う。 小学 

校でもできない学校が多いのに、 どう 

読み聞かせまでもっていくか。 気やす 

くできるものだという意識を持って 

もらうためには、学校側の協力が必 

要。「気楽に考えていただきたい」と 

の姿勢が大事。 体制が組めなくてはい 

けない等、 かたくるしく考えるとでき 

ないと思う。また、教師の勉強、ブッ 

クトークなどとありましたが、 現状で 

は無理なことと考えます。 

計画素案では、 学校における読書活 

動の推進に当たっては、 学校がボラン 

ティアの協力を得ながら、 ボランティ 

アと連携して、本の読み聞かせなど 

様々な読書活動に取り組んでいくこ 

ととしています。 

学校は、ボランティアの協力を求 

め、 ボランティアとの連携に当たって 

は、できる限り柔軟な考えのもと、十 

分話し合いを行い、 可能な形で進めて 

いくことになります。 

3-3 本好きになるための一番大事なこと 

について 

一番の本への親しみは、 親がひざで 

子どもに読んであげること。 ここが一 

番大事。 一時的には離れたようになっ 

ても、 中高生になるとやはり本好きに 

なる。 

計画素案では、 乳幼児期の肌のぬく 

もりを感じながら行われる絵本の読 

み聞かせによって、 子どもは読書に親 

しみ、 それが後の読書習慣を育てるこ 

とにつながっていくことから、 保護者 

への啓発を進めていくことを盛り込 

んでいます。
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№ 意見の内容 市の考え方 

3-4 小・中学校での図書委員の活用につい 

て 

小・中学校で図書委員を活用してい 

くこと。 本と親しめる機会を考えるこ 

とが必要だと思う。 

計画素案では、 学校における読書活 

動の充実を図るため、 図書委員会を活 

性化し、 図書委員による様々な読書活 

動の場を設けていくことを盛り込ん 

でいます。 

4-1 中学校の図書室について 

図書ボランティアをしている小学 

校の図書室は毎日開館していますが、 

中学校の方は週３回。 しかも昼休みの 

み。 出来るなら毎日開館してあげられ 

ると良いと思います。 小学校時代は毎 

日通えた図書室が、 中学校に上がった 

らあまり開いてないとなると残念で 

す。中学校にも常に誰かおられると、 

明るい図書室になるのでは。 

計画素案では、 学校図書室の運営の 

方法などについての研修や読書活動 

推進に向けて校内の情報交換を行う 

など、 教職員全体の共通理解と相互の 

連携を図るとともに、 司書教諭を中心 

に、 図書委員会の活用やボランティア 

の協力も得ながら、 学校図書室の運営 

を行うこととしています。 

中学校の図書室の利用時間につい 

ては、各学校で異なりますが、生徒が 

図書室をより利用しやすいような学 

校図書室の運営に努めていきます。 

なお、 これまで司書教諭の専任化に 

よる定数配置を国・県に求めてきてお 

り、今後も引き続き、要望していきま 

す。 

4-2 図書ボランティアと情報提供につい 

て 

ボランティア募集、交流、連携につ 

いて、 広報だけでなく、 もっと近くで、 

地域で、もっと情報が入るとよい。 

まだまだ、 図書ボランティアのない 

小学校とかありますが、 学校の協力が 

あれば、保護者の参加もあるのでは。 

学校経由で連絡があれば助かる。 

計画素案では、 学校における読書活 

動の充実を図るため、 読書活動ボラン 

ティアとの連携を図ることを盛り込 

んでおり、連携に当たり、学校からの 

働きかけや情報提供にも努めていき 

ます。 

4-3 図書ボランティアと関係者の理解、 協 

力、交流について 

長く続けていくためには、 ボランテ 

ィアだけに頼るのではなく、学校、先 

生方、保護者、地域の方の理解、協力 

と交流できる時間があるとよい。 

ご指摘のように、 学校における子ど 

もの読書活動の推進に当たっては、 ボ 

ランティアだけに頼るのではなく、 学 

校、 教職員、 保護者、 地域の方の理解、 

協力が不可欠であると考えています。
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№ 意見の内容 市の考え方 

5-1 図書ボランティアの活動場所につい 

て 

小学校でブックママとして、 子ども 

たちに本を紹介するなどの活動をし 

ているが、学校側の協力も十分得ら 

れ、保護者であり、地域の者であるボ 

ランティアが学校に顔を出すことで 

様々なメリットも考えられる。ただ、 

図書室で作業しており、 先生や児童の 

邪魔にならないとも限らず、 図書準備 

室等の部屋があれば良いかもしれな 

い。 

ボランティアの作業場所については、 

各学校で工夫して確保していきたい 

と考えています。 

5-2 図書ボランティアへの協力要請につ 

いて

読書は、 強いられてするものではな 

いので、子どもたちが、自ら本を手に 

とることができる環境づくりをこれ 

からも考えていき、 ひとりでも聞いて 

くれる子がいれば、 きちんと読み聞か 

せていきたいと思う。 

私たちは、各々忙しい時間の中、子 

どもたちのために活動しています。 

色々なところからの協力要請に応え 

たいが、今まさに子育て中。わが子を 

放っておいて活動するのは本末転倒 

です。現実的な計画をお願いします。 

計画素案では、 学校における読書活 

動の推進に当たっては、 学校がボラン 

ティアの協力を得ながら、 ボランティ 

アと連携して、 様々な読書活動に取り 

組んでいくこととしています。 

ボランティアへの協力を求めるに 

当たっては、十分話し合いを行い、ボ 

ランティアの意向も十分尊重し、 納得 

が得られる形で進めていくことにな 

ります。 

＊「No．」の表記は、「意見提出番号‐意見項目番号」を表す


