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平成２０年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２０年７月３１日（水曜日） 

開  会  午前１０時０３分 

閉  会  午後 ０時１１分 
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委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     学 校 教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

学 校 教 育 課 主 査    葛 西 吉 孝 君 

 社 会 教 育 課 長    飯 島 博 光 君 
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○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。総務文教常任委員会を開会いたします。  

（午前１０時０３分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日は総務文教常任委員会の所管事務調査としまして、久しぶりに

町立図書館、そして学校図書館の運営について調査してみようということになりまして、きょ

う、それからあと２日の日程で町立図書館、全学校の視察調査を行いたいということになって

おります。  

本日は学校教育課、それから社会教育課の課長さん、各担当の皆さんをお招きして説明をお

願いしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それではまず、飯島社会教

育課長、よろしくお願いします。  

○社会教育課長（飯島博光君） おはようございます。平成２年７月の白老町立図書館の開館

以来、読書活動の推進を図っておりますけれども、昨年は移動図書館も含めて約７万 4,000 冊

が貸し出されております。スタッフにつきましては、後で詳しくは主幹のほうから説明します

けれども、19 年度は移動図書館も含めて６名で実施しておりましたけれども、今年度は１名減

で、また正職員を１名引き上げまして、特定嘱託職員を張りつけて、20 年度は実施ということ

になっております。それでは内容を事業計画書に基づいて主幹からご説明したいと思います。  

○社会教育課主幹（坂東雄志君）  おはようございます。それでは、座って説明させていただ

きます。資料は前にお配りしていると思うのですが、平成 20 年度白老町立図書館事業計画書と

いうのと、もう１点が胆振管内図書館利用状況 18 年度というＡ３の、この２枚でご説明したい

と思います。 

 まず、平成 20 年度白老町立図書館事業計画書、この内容をご説明したいと思います。20 年

度の白老の図書館事業、どのようなものをやっていこうということと、それから今までの実績、

成果等々を載せたものでございます。ページを見ていただきますと、目次ということで、先ほ

ど課長のほうから、図書館の建設の概要というようなことでお話いただいていると思うのです

が、目次の１ページ目を見ていただきますと、図書館の概要ということ、図書館の建設の概要

とか、図書館の概要について説明しまして、次に事業計画ということで、この事業計画という

のはそれぞれの、この３番目にあります図書館活動推進目標というものを、実際にどのような

ものをやっていくかということで載せたものが事業計画です。そして、平成 20 年度具体の事業

はどのようなものをやっているのかということが載っています。そしてその後に、今までの成

果についてご説明するという形にしたいと思います。 

 それでは、１ページ目を見ていただきますと、図書館の概要ということで、この中で見てい

ただきますのは、平成２年に図書館建設工事着工ということで、図書館が完成していますよと。

図書館の概要については、このような形になっております。 

 次のページを見ていただきますと、２ページ目に今の図書館の利用状況です。開館日は火曜
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日から日曜日ということで、開館時間が午前 10 時から午後５時。ただし、毎週金曜日は、ここ

に利用案内の中に括弧して書いてありますが、午後７時 30 分まで開館を延長しております。こ

れは、住民の皆さんから多くの要望がございましたので、それにこたえる形で進めております。 

 もう一つが移動図書館ということで、32 カ所のステーションを回ります。毎月４回で、第１、

第２、第３、第４の火・木曜日ですから、８回の巡回をやっております。というのが移動図書

館の内容でございます。 

 次に３ページ目。ここに図書館活動推進目標、先ほど言いましたように、これは課題。課題

というのは、図書館の一番大事な使命として、「いつでも、どこでも、誰にでも」を合言葉にし

て、必要とする本や情報を利用者と結びつけることを図書館の使命と考えているということで

す。これが大きな命題でございます。そして、それぞれの課題として上げられまして、それが

目標となっているのが、毎年つくっておりますけれども、大きく３つあります。 

 １番目、この３ページ目見ていただきますと四角にかかってございます、親しまれる図書館

を目指し、施設と図書・郷土資料の整備・充実を図る。この辺は図書館のいろいろな図書を整

備していく。図書購入とかそういったことでございます。 

 ２番目、親切で心のこもった図書館サービスの向上を図る。ということで、リクエストとか

レファレンス、これは参考調査とか、図書館サービスの向上という、ソフトの部分での整備と

いうことでございます。 

 ３番目、これは学校図書との関係も非常にございます。ここの部分に非常に力を入れて、今

年度も進めていきたいと思っております。子供に優しい図書活動の拡充と学校との連携の強化

を図るということでございます。一応、白老町子ども読書活動推進計画というのがございまし

て、これは平成 13 年 12 月に、「子どもの読書活動推進に関する法律」というものができまして、

平成 15 年 11 月に「北海道子どもの読書活動推進計画」が策定されて、17 年度から白老町もつ

くっております。これを進行管理するということで、その中で読書活動の展開、乳児と親を対

象とした読書普及活動の充実を図ります。また、学校と連携し、学校図書の充実など学校の読

書活動等への協力・支援により、子どもたちの読書環境の整備・充実を図りますということで

ございます。これが、子どもに優しい読書活動の拡充と学校との連携の強化を図るという、こ

の推進目標の施策でございます。 

 ４番目、これが図書館システムの活用による図書情報の提供と発信、一元管理による業務の

効率化を図るということで、コンピューターシステムを使って、図書館システムをより整備し

ていこうというようなことです。道庁システムとか図書館業務をより効率化していこうと。 

 午後から図書館へ視察に行っていただけるということでございますので、ここの部分の図書

館システムについて、司書のほうからご説明を午後からしたいと思っております。そして、体

験もしていただきたいと思っております。 

 ５番目が、図書館の望ましいあり方の検討ということで、図書館の運営や望ましいあり方に

ついて広く町民や関係者と意見を協議し検討していきますということで、図書館協議会という

のを持っておりまして、そこであり方を検討しているということでございます。 
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 続きまして、次に事業計画としてこの推進目標、課題をどうクリアしていくかということ、

４ページ目に、それぞれの事業計画を載せております。20 年度の事業計画として、また目標値

も定めておりますが、まず、親しまれる図書館を目指し、施設と図書・郷土資料の整備・充実

を図るということで、図書貸し出し利用の促進ということでございます。これは、町民１人当

たり 3.9 冊という目標の基準を頑張っていこうということで、目標の貸し出し冊数、それと図

書館では７万 4,300 冊、そして移動図書館で 7,000 冊ということで８万 1,300 冊を貸し出し目

標に頑張っていこうというようなことでございます。 

 そのほか、２番目に図書資料の整備充実ということで、図書館の貸し出しをふやしていくた

めには、どうしても図書館の蔵書をふやしていこうというようなことで、一応購入予定冊数と

しては 2,000 冊、そして古くなったりもう使えなくなったり、資料としては古いものは廃棄し

ていくということで考えておりますので、それを 900 冊減らしていきますので、実質的に 1,100

冊くらいを蔵書としてふやしていこうということでございます。 

 続きまして、５ページ目へいきますと、親切で心のこもった図書館サービスの向上を図ると

いうようなことで、移動図書館車の巡回ということで 31 カ所、先ほど言いましたように週２回、

第１、第２、第３、第４ということになっております。 

 こういうものを閲覧したいということに対してのリクエストを受けるということですね。そ

れからレファレンスというのは、こういう調査をしたいのだけれども、資料を見たいのだけれ

ども、どのような文献に載っていますかというようなことで参考調査というような言い方をし

ていますけれども、そういうサービスの向上を図っていくというようなことですね。 

 それから、本の宅配サービス。そして毎週金曜日の開館延長の実施ということで、一応、親

切で心のこもった図書館サービスの下のほうに移動図書館車の貸し出し風景ですとか、ボラン

ティアによる宅配サービスなどもしております。後ほど、詳しい説明をしたいと思います。 

 それから、子どものやさしい読書活動の拡充と学校との連携の強化ということで、「白老町子

ども読書活動推進計画」の推進ということでございます。新規として、ヤングアダルトコーナ

ー、いわゆる小学校高学年から高校生くらいまでの年代を対象とした図書コ―ナーを設置して、

本を選びやすい環境の整備を行うのだということでございます。一応、読書普及活動としては

以下のようなものをやっております。 

 子ども読書手帳ということで発行したりしておりまして、また子ども一日司書、読書感想文

コンクールと。それから８月から 11 月に読書感想文を町内の小中学生の皆さんを対象に進めて

いきます。夏休み期間に小中学生から読書感想文を募集しまして、その表彰をしまして、読書

の啓発を図っていこうというようなことも考えております。 

 そして、なかよし文庫ということもございますし、なかよし文庫というのは、児童関係施設

への図書の貸し出しというようなことをやっています。例えば、町内保育園とか幼稚園とか児

童館とか児童クラブとか発達支援センターとかすくすく３・９、13 カ所ということで予定冊数

としては 4,200 冊を予定しております。 

 それから、ふくろう文庫というのがございます。これは町内の公共施設等へ図書を設置する
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ということでございます。年２回実施しているのですけれども、白老駅とか、町立病院、学習

センター、いきいき４・６、萩野公民館、寿幸園、ケアハウス等々ですね。大体予定冊数 800

冊というようなことになっています。 

 あと、おはなしランドというのは、これは読み聞かせボランティアによります読み聞かせと

いうようなことで考えており、月に１回土曜日、年 12 回ということで、目標としては子ども

150 名ということで考えております。おはなしボランティア研修、ボランティアの皆さんの研

修会も進めています、というようなことですね。 

 あとは、ここにあります子ども団体貸し出しの充実ということも進めていますし、図書館の

来館者の記念品の贈呈だとかもやっていますと。 

 続きまして６ページ目。今回の調査の中でも大きく可能性があるのですけれども、学校との

連携強化ということで、学校への貸し出し、ペガサス便と給食便というのがありまして毎回行

くのですけれども、そのほか、図書館に来なくても学校のいろいろな要望に対して、白老町の

図書館にリクエストしていただくとそれを貸し出していくというようなことをやっています。 

 学校の授業とか、夏・冬休みの課題やテーマに関する調べ学習も充実させていこうとしてお

ります。それから、学校訪問等による情報交換、読書活動への協力支援体制の強化ということ

で、学校司書の皆さんとの協力体制を取っていきたいと思っています。 

 また、総合学習への積極的な対応と協力。学校図書館の整備充実への協力ということです。 

それから学校図書館システム等の利用促進。学校図書館システムとのリンクということでご

ざいます。それから学校図書館まつりへの協力ということになっています。 

今度は、乳幼児と保護者を対象とした子育て支援というような観点から「ブックスタート」。

これは平成 14 年施策として、絵本をとおして親と子のコミュニケーションを図っていくという

ことで、子ども支援事業として「ブックスタート」事業を進めています。それを推進していこ

うというようなことですね。乳幼児向け図書の充実。読書相談・指導と読書情報の提供。「らっ

こランド」等、乳幼児対象の読書活動の実施。読み聞かせ研修会の開催。 

６ページ目の４番目四角にありますが、４つ目の柱として、図書情報の提供と発信、図書館

システムによる業務の効率化とサービスの向上というようなことであります。これは、広報活

動で図書館だよりを出しています。それから図書館の掲示板もあります。新着図書のリクエス

トとか、町広報誌そして図書館のホームページ、新聞による広報活動の実施。それから図書館

ネットワーク相互貸借サービスの活用による貸し出しサービスの充実。インターネットでの蔵

書情報の公開、予約システムの活用。そして道立図書館ネットワークとの連携の充実というよ

うなことをやっています。 

ちょっと遅れましたけれども、４ページにもう一度戻っていただくと、新着図書案内コーナ

ーというのがありますよね。その一番下のほうに写真があると思うのですが、右側のほうに端

末がありますね。こういったものを活用して図書館システムに入っていけるというようなこと

になっています。また、町のホームページでも図書館システムに入っていけるということにな

っておりますので、後ほど体験していただきたいと思います。 
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それから図書館の望ましいあり方ということで、図書館協議会、これからの図書館はどうい

うあり方がいいのかというのを絶えず調査研究していくということで、図書館協議会の開催。

そして先進地・新設の図書館資料・情報の収集。望ましい図書館運営や施設に関する町民・関

係者との意見交換や調査研究などを進めています。また、一番大きな本町のまちづくりの計画

である総合計画の推進も進めていこうということでございます。 

今言ったのが、事業計画の大ざっぱなものですが、具体的に 20 年度でこういうものを実施し

ていくために、どのようなことを個別事業計画概要ということで載っております。先ほどちょ

っと説明はしましたけれどお話したいと思います。 

まず、先ほど言いました移動図書館車の巡回ということですね。町内 31 カ所、火・木曜日に

運行していますよということでございます。図書館から遠隔地域に住む児童生徒や町民に対し、

移動図書館車が町内を巡回し、図書の貸し出しを行うことにより、読書活動の普及振興と町民

サービスの向上を図っている。 

それから本の宅配サービスということで、ボランティアさんが 11 名ということで、図書館や

移動図書館車へ来ることができない障がい者や高齢者を対象に、宅配登録者ということで４名

いらっしゃいますが、登録ボランティアが本の宅配を行うことにより、町民へのサービスを行

っています。これは通年ということですね。 

先ほど言いました新設のヤングアダルトコーナーですけれども、小学校高学年から高校生く

らいまでの間の年代を対象に児童読物コーナーの一角や、ヤングアダルトコーナーを設置し、

そこで図書の普及を図っていくというようなことでございます。 

それから、先ほどお渡ししました子ども読書手帳の発行ということで、特に新入学生に対し

ては、必ずこの子ども読書手帳を渡すということにしております。 

続きまして、８ページ目に行っていただきますと、図書館、移動図書館車の来館記念品とい

うことで簡単なもの、スタンプ、記念品を１個贈呈する。図書館の場合はスタンプ 20 個でとい

うことで、来館のたびにスタンプを押していって、そこに記念品を１個贈呈するということに

しています。移動図書館車の場合は、月２回巡回するたびにスタンプを押しますと。 

それから、図書館子ども一日司書ということで、これは６月 14 日に実施したのですが、今回

は竹浦でやっていただいたのですが、子ども一日司書ということですね。 

読書感想文コンクールの実施というようなことも、なかよし文庫、ふくろう文庫、おはなし

ランド、おはなしボランティア、ブックスタートについては先ほど説明しましたので割愛させ

ていただきます。 

10 ページに「らっこランド」についても載っています。広報活動についてもお話しています。

「白老町子どもの読書活動推進計画」についても、先ほど冒頭でお話しておりますので、こと

しは見直しの期間に入っておりますので、新しい計画をつくっていきたいと考えております。 

続きまして 11 ページに、それぞれ事業計画別一覧が載っております。今度は 12 ページに、

20 年度の図書館の予算の概要ということでございます。ここで簡単に申しますと 88 万 9,000

円と毎年減額されています。町財政も厳しいという中で、図書館の予算も例外ではないという
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ことでございます。 

続きまして、13 ページから成果ということと、図書館の実績はどのような形になっているか

ということでございます。まず、貸し出し冊数というところを見ていただきますと、13 ページ

の②貸し出し冊数ということでございます。ここを見ていただきますと、18 年度の数字が７万

9,791 冊ということでございます。これは、今回のＡ３の紙ですが、白老町はこう言っている

が、ほかのところはどのような形で、１人当たりの貸し出し冊数ですとか、比べてみようとい

うことで見ていただきますと、胆振管内の図書館利用状況ということでございます。この中で

見ますと白老町立図書館と黒くなっていますが、これが７万 9,791 冊と。これ 18 年度の人口で

割りますと、3.86 冊ということでございます。下のほうに胆振の豊浦等々、壮瞥、安平、厚真

ですね、そういったものを見ますと、頑張っているなというところですね。全体の胆振管内で

は 3.84 ですから、それはもっと、少しはポイントが高いということです。ところが全道平均で

いきますと 4.35 ということでちょっと落ちていますが、胆振の中では非常に頑張っているとい

うことでございます。ちなみに、苫小牧とか登別は 4.77、3.97 ということでございます。そう

いうことで、貸し出し冊数はそうなっております。 

続きまして、14 ページ目のほうへいきますと、貸し出し冊数の中でそれぞれどのようなもの

を中心にしているかというと、やはり文学とか児童図書が多いですね。文学は小説、エッセイ

などが多いようです。 

それからリクエスト図書処理状況ということでここになっておりますが、それぞれ北海道道

立図書館だとか、苫小牧中央図書館とか、いろいろなところから図書を借りたりしております。

白老町にいながらいろいろなところから図書を貸していただけることになっておりますので、

そういったことをやっております。 

続きまして、15 ページ目のほうを見ていただくと、全登録者の地区別の登録者数です。これ

でいきますと、人口の 34％は登録しているということになると思います。そして続きまして、

登録者別でいきますと、やはり従来子どもさんが多いというのは、先ほど言いました小学生を

対象にして、１年生には必ず子ども読書手帳を渡しているので高いのですが、60 歳代も結構頑

張っているなということでございます。 

一番図書の生命となっております蔵書の関係ですけれども、ここに書いてありますように、

蔵書冊数・増加冊数ということで５万 9,755 冊というような数字が載っております。除籍図書

数などを入れていきますと６万 1,964 冊という数字になっています。これは５万 9,755 冊に購

入・寄贈分の 2,704 冊を足して除籍分の 495 冊を引きますと６万 1,964 冊という冊数が今ある

ということであります。 

続きまして 16、17 ページはそれぞれの成果表でございますので、見ていただくと 19 年度の

図書館事業実績はこのような形でやっています。特にこの 17 ページの中では、本のリサイクル

市ということで、参加者が 204 人ということで、リサイクル市、町立図書館でやっておりまし

て本の普及とかリサイクルの部分で一生懸命活動させていただいています。 

続きまして 18 ページ目、ここが委員さん方も注目されるのではないかと思います。貸し出し
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冊数と登録者数の計でございます。これを見ていただくとわかりますように、登録者数は平成

６年から見ますと 2.6 倍にふえていますが、図書購入費は 37.3％減っているというようなこと

でございます。財政環境も厳しいというようなことでどんどん毎年減ってはいるのでございま

すが、減った部分でも頑張っていこうというようなことでございます。 

貸し出し冊数の状況を見ていただきますと、最近においては移動図書館車の部分が減ってお

ります。これは学校図書の充実というようなことも考えられており、それぞれ学校もセンター

としてステーションにとまる予定にはなっているのですが、学校図書の充実という部分もあっ

て落ちているのかなというような分析をしております。 

一応、このようなことで図書館としては、「いつでも どこでも 誰にでも」を合言葉に、必

要とする本や情報を利用者と結びつける図書館の使命を考えながら進めておりますのでよろし

くお願いします。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  白老町立図書館の現在の状況を説明いただきました。 

 続いて、学校図書館の運営について説明をお願いしたいと思います。本間学校教育課長どう

ぞ、座ってお願いします。 

○学校教育課長（本間勝治君） 失礼して座らせていただきます。本日ご用意させていただい

ている資料につきましては、柔らかい表紙にイラストの入ったもので、本日説明させていただ

きたいと思います。 

 お開きいただきますと目次がございます。その次のページが１ページとなってございますけ

れども、この１ページにつきましては、学校図書館の蔵書数の３カ年の推移を示したものでご

ざいます。平成 17 年４月１日現在当初蔵書数とございますけれども、これについては基本的に

は 16 年度末というふうにご理解いただければと思います。それぞれ 17 年度、18 年度、19 年度

末の段階の蔵書数を小学校、中学校別に載せたものでございます。それと右側のほうに図書標

準冊数、国の基準ということでございますけれども、これ平成５年だったと思いますけれども、

国のほうからその学校規模、いわゆる学級数に応じて標準的にそろえなければいけない学校図

書館の図書の標準冊数が示されてございます。それを各学校別に載せてございます。19 年度末

における図書の整備率を一番最後に記載してございます。 

 年度でご説明申し上げますと、平成 17 年度につきましては、小学校の計でいきますと購入・

寄贈等で2,660 冊の購入・寄贈をしてございます。除籍については590 冊と。17 年度末２万8,716

冊の蔵書数であったと。同じく 18 年度についてもそれぞれ 2,981 冊の購入と、除籍については

720 冊、総数３万 977 冊。19 年度についても記載のとおりそれぞれ 1,198 冊、631 冊、最終的

に３万 1,544 冊と。中学校につきましては記載のとおりでございますけれども、読ませていた

だきますと 17 年度末の購入ですけれども、1,051 冊、除籍数が 751 冊、年度末については１万

8,277 冊の蔵書数でございました。同じく 18 年度、19 年度についても、それぞれ 664 冊、642

冊、蔵書数は１万 8,299 冊。19 年度についても 559 冊、481 冊、１万 8,377 冊ということで、

特にここでご説明しなければいけないのは、17 年度でございますけれども、合計の欄の購入の

ところでございます。3,711 冊、小中学校で購入・寄贈等がございます。これは既に委員の皆
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様方はご存知のことと思いますけれども、平成 15 年度から 17 年度までの間に、いわゆる３カ

年で約 200 万円ほどの事業費を使いまして学校の巡回図書というものを実施してございます。

その最終年度の 17 年度について、こういう巡回図書の影響で冊数がふえているということでご

ざいます。 

 18 年度につきましても、トータルで 3,645 冊の購入・寄贈等がございました。これについて

は、萩野小学校の欄の 18 年度の購入・寄贈のところの欄を見ていただきたいと思いますけれど

も、これは文科省の研究委託事業を町のほうで引っ張ってきました。これについては道内から

１校と、全国的には小学校で 50 校、中学校 30 校の指定を受けて実施したものでございまして、

そのことによって、萩野小学校の蔵書数が 2,245 冊ということで、ほかの学校から比べると非

常に多くなっております。この影響があって合計欄に 3,645 冊と記載してございますけれども、

そういう状況でふえているということでございます。 

 19 年度については、それらの事業が終わりましたので、いわゆる通年ベースということにな

っていきなり 1,757 冊の購入等になっておりますけれども、こういう通年ベースになっていま

すということで、ご説明申し上げたいと思います。 

 右側のほうですけれども、小学校の欄でございますが、国の標準冊数からいたしますと、19

年度末でいきますと平均 77.5％の整備率であると。中学校については下から２段目の一番右側

ですけれども平均 58.3％の整備率になっていますと。合計では小中全体の平均では 69.1％の整

備率となってございますという表でございます。  

次に２ページでございます。学校図書費の配当状況ということで、３カ年の当初予算ベース

で載せてございます。この配当につきましては、財政状況もございますけれども、先ほど申し

ました国の定める標準冊数の充足割合に応じまして配当してございます。その中では、当然、

実際の購入にあたりましては、児童生徒のニーズまた学校の先生方とも協議検討しながら教育

委員会のほうで発注しているという状況でございます。 

 足早で申しわけございません。次の３ページでございます。３ページにつきましては、19 年

度の学校図書購入費の調書として類似団体と比較した表でございます。これも当初予算ベース

での数値でございますけれども、当別町以下８町と白老町の９町で比較した表でございます。

ちなみに小学校のところでお話申し上げますと、１校当たりの図書費の１番目は倶知安町の 31

万 7,500 円で、一番低いのが斜里町の６万 8,778 円と。本町におきましては、一番下ですけれ

どもこの９町の中では６番目に位置されておりまして、14 万 9,000 円という状況になってござ

います。その隣の欄でございますけれども、それでは児童１人当たりの図書費についてはどう

なっているかという表でございますが、これにつきましても最も多いのが倶知安町の１人当た

り 1,488 円、一番少ないのが当別町の 1 人当たり 500 円と、本町におきましては順位的には７

番目になりますが、909 円というような状況の表でございます。 

 続きまして、右側の表の中学校でございますけれども、ここで学校数、児童数となっており

ますが、生徒数の誤りでございます。児童数ではなくて生徒数ということで、申しわけござい

ません、ご訂正をお願い申し上げます。同じようにご説明申し上げますと、中学校のところで
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は１校当たりの図書費については、七飯町が一番多くて 52 万 9,333 円、一番低いところについ

ては斜里町の２万 8,000 円と、これあくまでも１校当たりの図書費でございます。本町におき

ましては、順位的には９町のうちの５番目になりますが、18 万 5,000 円という状況になってご

ざいます。それと１人当たりの図書費につきましても、最も多いのが倶知安町の 2,049 円、最

も低いのが斜里町の 156 円と。その中にあって白老町におきましては、順番としては３番目に

なりますが、1,402 円というような状況になっております。 

 先ほども申し上げましたが、19 年度の当初予算ベースでの比較でございまして、19 年度以降

については図書に要する経費については、いわゆる通年ベース。国の委託事業等が終わっての

通年ベースとなっていますので、若干経費的には低い数値になっているのかなというふうに考

えてございます。 

 一番右側の表でございます。学校司書の配置状況ということでこの９町を調べましたところ、

本町には１名嘱託職員として学校司書を配置してございます。平成 17 年度から配置しておりま

すが、そのほかに七飯町も配置しているという状況でございます。ちなみに、学校司書の人件

費については、当然一般財源で賄ってございますので、そういった意味では七飯町を除いた各

町と比較いたしますと、学校図書の購入費以外に町の一般財源で司書を雇っているということ

をご理解いただければなという表でございます。 

 続きまして４ページでございます。これにつきましては４カ年の学校図書館の図書の貸し出

し数の推移でございます。それぞれ学校別に記載してございますが、16 年度を起点としてお話

させていただきますと、社台小学校については、この４カ年のうち 17 年度が一番多いと。16

年度の１人当たり 15.1 冊の貸し出し数が 17 年度については 17.9 冊と伸びております。残念な

ことに 19 年度が 12．3 冊ということで、対 16 年度比較でいきますと 0.8 倍ということで落ち

込んでおりますが、言いわけをさせていただきますと、社台小学校については各委員の皆様ご

存知のとおり、１階と２階に図書コーナーが分かれておりまして、その中で、実際には借りた

のですけれども、それを集計するパソコンに集計されていなかったということの要因がござい

まして、実際には減っているような結果数値になってございますが、その辺は今十分、学校に

も気をつけるようにと、その辺データとしても、我々としても必要なので、気をつけてくださ

いということで、今お願いしているところでございます。 

 白老小学校でございますけれども、16 年度１人当たり 4.8 冊でございましたけれども、この

４カでは 19 年度が 11.2 冊、対 16 年度比で 2.3 倍の貸し出し数の伸びとなってございます。 

 緑小でございます。16 年度 7.9 冊でございましたが、17 年度が一番多く 19.4 冊になってご

ざいます。ちなみに 19 年度については 14.8 冊ということで、これについても対 16 年度比 1.9

倍の伸び率になっております。 

 萩野小学校でございますけれども、16 年度 19.8 冊が、この４カ年で一番多いのが、昨年度

の 37.1 冊と 1.9 倍の伸び率になっております。 

 竹浦小学校でございますが、16 年度１人当たり 10 冊が、４カ年の中で 19 年度、昨年度が一

番多く 30.3 冊と、１人当たり年間 30 冊以上貸し出しを受けているということで、16 年度比で
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約３倍の伸びになっております。 

 虎杖小でございますが、16 年度 5.3 冊に対しまして、この４カ年で 19 年度が一番貸し出し

数が多く、１人当たり 20 冊ということで、これも対 16 年度比で 3.8 倍の状況になっています。 

小学校のトータルで申し上げますと、16 年度１人当たり 10 冊でございましたが、19 年度に

ついては20.7 冊と、小学校全体としても対16 年度比で2.1 倍の伸び率となってございまして、

そういったことから平成 17 年度以降、ほぼ全小学校とも順調にといいますか、貸し出し数につ

いては伸びているという状況になってございます。 

続きまして５ページでございます。中学校のほうでございますけれども、これについても同

じようなご説明になろうかと思いますが、まず、白老中学校については 16 年度の１人当たり

0.5 冊と、非常に低い数値でございましたけれども、19 年度に至っては１人当たり 1.9 冊とい

うことで、16 年度比で 3.8 倍の伸び率になっております。 

萩野中学校でございますけれども、対 16 年度比で 19 年度は１人当たり８冊で 1.2 倍の伸び

率でございます。 

竹浦中学校でございますが、竹浦中学校は 16 年度１人当たり 13.7 冊と、もともと多い数字

でございました。19 年度末には 14.2 冊ということで、数値的にはそれほどの伸びはございま

せんけれども、ほぼこのような状況を維持していると。ただ、18 年度の数値を見ていただけれ

ば 17.4 冊ということで、やはり高い数値にはなってございます。 

虎杖中学校は、16 年度１人当たり 0.5 冊という状況でございましたが、徐々に伸びて 19 年

度末には１人当たり 3.8 冊ということで、対 16 年度比で 7.6 倍の伸びとなってございます。 

中学校の合計でございますが、16 年度比で申し上げますと、19 年度については１人当たり

4.4 冊、1.3 倍の伸び率ということで、小学校ほどではございませんけれども、中学校において

も 17 年度以降、貸し出し数については伸びているというような状況になってございます。 

早足で申しわけございませんが、次の６ページでございます。それでは、現状までの成果と

今後の課題について概要としてまとめたものでございます。学校図書館のこれまでの経緯とい

うことで、15 年度については学校図書館の図書をデータベース化しました。それと同時に各図

書に分類番号ラベルを貼って整備をしたところでございます。ただ、当初予定しておりました

図書の配列までには至らなかったという状況でございます。 

 16 年度につきましては、先ほど坂東主幹のほうからも若干触れさせていただきましたけれど

も、17 年１月に子どもの読書活動推進計画が策定されております。その計画の中に、学校司書

の配置が位置づけられております。そのことによりまして、学校図書館の整備充実に向けた取

り組みを開始しようということが位置づけられました。 

 次の 17 年度については、記載のとおり今嘱託職員として学校司書が１人配置されて４年目に

なりますが、それなりの成果を上げてきているというふうに自負しているところでございます。 

学校図書館の整備について、若干触れさせていただきますが、学校図書館の整備については、

古い本や新しい本など一貫性のない並べ方で並んでいる図書室の状況を、子どもたちなどが十

分に使える環境に整えていくというのが、一つの役割であるというふうに思っております。そ
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のことによって、図書を分類順に並べるだとか、複数の本については可能な限り除廃するだと

か、そういうようなことを今現在やってきております。 

それと２点目については、本の配置の表示をわかりやすくして子どもたちにも利用しやすい

学校図書館にしていこうということで現在取り組んでいるところでございます。こういう学校

図書館を整備するということについては、子どもたちがほかの地域に行っても、または公立の

ほかの図書館に行っても、気軽に利用できるような経験を習得させるのも学校図書館の役割の

一つであるというような認識のもとで、今我々としては力を注いでいるところでございます。

それと同時に、やはり古くなった本の張りかえだとか、破損本の修理だとか、それと学校図書

館の雰囲気づくりとして壁を塗りかえるだとか、そういうようなことも含めて明るくきれいな

図書室へと変えていっている状況でございます。 

次、７ページでございます。19 年度の状況でございますけれども、19 年度については文科省

のほうから学校図書館支援センター推進事業という助成を受けております。これは昨年の６月

議会で議決をいただいておりますが、道内からは稚内市と白老町だけということで、２カ年事

業ということでスタートさせていただきまして、３人の司書の資格を持った新たな支援スタッ

フを雇って、19 年度、20 年度と各学校を回って、その整備・充実に努めているところでござい

ますけれども、このことによって整備・充実がスピードアップしてきているというふうに考え

ているところでございます。 

ちなみに、平成 19 年度は約 500 万円ほど国のほうからいただいております。20 年度につい

ても、当初２カ年事業だということで同じような額をもらえるという約束でおりましたけれど

も、今回の３月議会が終わった後に、最終的に文科省のほうから通知がきたところ、250 万円

しか当たらないよと。当初は 370 万円くらいになるでしょうというよりも、もしかしたら２カ

年事業として当初言っていたけれども、２カ年目は採択されないかもしれないというところま

できまして、私も生意気なところ、文科省まで３回陳情の電話を入れました。そのときには当

初予算を議会のほうへ提案させていただいておりましたので、370 万円というところの数字が

きましたので、370 万円で当初予算を計上させていただいたと、予算要求させていただいたと

いう当初の経過がございます。結果的には 250 万円の助成になったということで､先の６月定例

議会の中で 120 万円、一般財源に振り替えまして、250 万円の助成と 120 万円の一般財源の 370

万円の中で、今年度この事業を進めていこうということで、今進めているところでございます。 

現状までの成果ということで先ほども申し上げましたが、現在４人の司書が 10 校を巡回して

ございます。その中で図書室の改善に努めながらテーマ展示なども行っております。ちなみに、

テーマ展示というのは一つのテーマを決めて図書を並べたり、ポスター掲示をするなどして、

子どもたちの図書利用を促す一つの方策といいますか、そういうようなことも含めて支援スタ

ッフ、司書のほうで各学校でそういうことも取り組んでおります。今年度、20 年度につきまし

ては、３人の支援スタッフが１人３校を担当して巡回しております。嘱託の山下司書について

は、１校担当して、それ以外に９校を巡回して全部で 10 校を見て回るというようなことで、や

はり各学校のよりよい図書館環境を整備していくための努力をしているところでございます。 
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今後の課題でございます。各学校には蔵書内容、蔵書数ともやはり十分とは言えない状況で

はございますけれども、今まで進めてきたことをさらに継続していきながら、学校図書館の機

能充実にさらなる努力をしていかなくてはいけないだろうということで、以下６点の課題とし

て上げさせていただいておりますけれども、蔵書数の増加、蔵書内容、本の選書方法などにつ

いて学校と司書と相談、連携、検討しながら、やはりいい本を購入していこうと、そういうこ

との充実に努めていきたいと。 

２点目については、図書館の本の仕組みなど子どもたちにも指導していきながら、利用教育

にも役立たせて、これも各学校と協議検討しながら、学校図書館を有効に使えるように子ども

たちの育成を継続して行っていきたいと考えております。 

３点目でございますけれども、やはり各学校においては、正直に申し上げまして、学校の担

当の先生方に若干の温度差がある学校もございます。そのようなことも担当司書のほうからも

聞いておりますので、我々としては教育長以下、校長会、教頭会などを通じてそういうことに

も温度差がないような形で協力願いたいというのは、常々お話しているところでございますけ

れども、そのようなことも含めて、こういう課題もあるということでございます。 

４点目の 21 年度以降のことでございますが、先ほども申し上げましたが、支援スタッフが今

年度で３名いなくなります。そうなると、また 18 年度に戻って、今の嘱託の山下司書１人にな

ってしまうということもございますので、これからは後ほど出てきますけれども、各学校の図

書ボランティアの方々の協力をいただきながら、そういうお力を借りてさらなる充実をしてい

かなくてはいけないだろうということを課題としてもっております。 

それと、各学校においてもまだ蔵書数、蔵書内容についても十分とは言えないというような

ことを我々も考えております。そういったことから町立図書館ともより一層連携を図って、そ

の辺を充実していきたいというふうに考えているところでございます。 

６点目は、先ほども申し上げましたが、学校司書が来年度からまた１人に戻るということに

なりますと、今までやってきたことが後退するということも我々として懸念しているところで

あります。ただ、いろいろな財政状況もございますので、その辺のことも含めてもう１人増員

するというようなことも検討していかなくてはいけないかなというのが課題の一つとして考え

ているところであります。 

次８ページでございます。今年度中の実施予定・検討課題ということで、パスファインダー

の作成ということをあげさせていただいております。簡単に言いますと、今萩野小学校で実施

しておりますが、パスファインダーというのは、あるテーマを調べるために役立つ資料をわか

りやすく整理したものということで、これについては現地でご説明を申し上げたいと思います

が、そういったようなことも含めて、更なる学校図書館の整備・充実、それと調べ学習などを

十分行えるような学校と教育委員会との連携を深めていきたいということを今後の検討課題と

して考えているところでございます。 

一番最後ですけれども、表現が適切かどうかわかりませんが、学校図書館を育てるというこ

とは町立図書館も育てることだという我々の認識であります。両者一丸となって、両輪となっ
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て進めていくことによって、お互いの機能充実が図られる、育っていくのだと。あえて育てる

という言葉を使わせていただいておりますけれども、そのようなことで、当初ブックスタート

を始めたときの子どもたちがちょうど小学校１年生に上がりました。そのようなことも含めて、

今まで積み上げてきたものをむだにしない方法を、今後も町立図書館とも連携を図りながら連

携、検討していかなければいけないだろうというような課題をもっているところでございます。 

早口で申しわけございませんが、９ページでございます。現在の各学校の図書ボランティア

さんの活動状況ということで表にしたものでございます。ここで、特にお話させていただくの

は竹浦小学校についてですが、現在４人の図書ボランティアさんがいらっしゃいますが、中ほ

どに活動内容（読み聞かせ）とありますが、ほかの５校については既に図書ボランティアさん

が読み聞かせなどを実施してございます。竹小については未実施となっておりますが、これも

平成 21 年度、次年度から実施する予定になっております。 

それと、残念なのは中学校のほうなのですが、白老中学校には６人の図書ボランティアさん

がいて、いろいろご協力をいただいているところですが、あとの３校については図書ボランテ

ィアがいないということも一つの今後の検討課題であるという認識は我々持っております。 

ただ、言いわけになるのですが、道内の中学校をすべてではございませんけれども調べてみ

ましたところ、意外と中学校に図書ボランティアがいないというのが多い状況であることは確

かであります。だからといって、白老町３中学校、図書ボランティアさんがいませんというこ

とを胸を張って言えることではございませんけれども、そのようなことも含めて今後３中学校

については、やはり保護者の皆さんのご協力などもいただきながら、図書ボランティアの協力、

育成、連携を図って充実していくことに努めていきたいなというような考えをもっております。 

次 10 ページにつきましては、学校図書館に関する一斉読書状況ということで、いわゆる朝読

書だとか、そういう状況を載せたものでございます。特にここでお話ししなくてはいけないの

は、一番右側の司書教諭の資格の有無という欄でございます。簡単に申し上げますと、現在で

は１校当たり 12 学級以上の学校については、司書教諭の資格を持った先生を配置することにな

ってございます。そのようなことで、現在、白小、緑小それと萩小、それと虎杖小には司書教

諭の資格を持った先生が配置されております。今特に若い先生で国語の資格を持っている先生

については、ほとんどがこういう司書教諭の資格を持っている先生が多くなっております。そ

のようなことも含めて 12 学級に満たない学校においても、今後の教職員人事の中でなるべく司

書教諭の資格を持っている先生を白老町になんとか引っ張ってきたいというようなことも、教

職員人事の中で考えていきたいというふうには思っておりますが、これは教職員の人事ですか

ら、ここでそれを約束しますということまでは、大きくは言えませんけれども、そういうよう

なことも含めて努力していきたいというふうに考えております。 

最後になりますが、11 ページでございます。学校図書館の開放時間状況ということで、ほと

んどの学校については、貸し出しする担当者が子どもたちまたはボランティアのお母さん方と

いうことで担当していただいております。その中で図書館の開放時間については、白中と萩中

を除いた小中学校８校については常時開放している状況になっております。 
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白老中学校、萩野中学校につきましては、貸し出し時間以外は鍵をかけている状況でござい

ます。この辺も、今後いつでも子どもたちが入れる状況だとか、そういうようなことを課題の

一つとして検討していかなければいけないかなというふうには思ってございます。 

以上、雑駁で早口で申しわけございませんでしたが、学校図書館の現状または今後の課題等

についてお話させていただきました。これからご質問をいただきながら、現地などにも行きま

して、いろいろ具体論をお話させていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。この後、１時間弱をかけまして、せっか

く両課長さんお見えですので、いろいろお話を伺いたいというふうに思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０５分 

                                         

再開 午前１１時１４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 それでは、全般の説明はお聞きしましたので、各委員から、まず白老町の図書館全般につい

て質疑のございます方はどうぞ。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 最初に１点伺いたいのですが、社会教育の３カ年計画というのがあり

ますよね、この図書の活動というのは、生涯を通じてと私は思っているのですね。その中で、

社会教育３カ年計画も図書館に対してどのような計画が入っているのかなと思って見てみまし

たら、ほとんど学校というか、ブックスタートから始まって学校の関係にかかわることが多く

て、若い世代、それから高齢者の読書状況というのは、特に若い人たちの読書環境というのは

どうなっているのかなと。そして、社会教育の中でそれがきちんと組み込まれてこないとだめ

なのかなと思ったのですよね。 

 この前、読書感想文のコンクールとかやっていますけれども、案外若い人とか高齢者は、こ

ういったこともやると、年代層で、昔読んだ本も年代によって人生の積み重ねてきたものがあ

るので、考え方も変わってくると思うのです。そういったものの、若い子どもたちと高齢者の

本に対しての交流的なものが社会教育の中であればいいなというふうに思ったのです。 

 社会教育の一つの基本の計画の中に、図書というのは、そういうものが含まれてきていいの

ではないのかなと思ったのですが、若い人たちとか高齢者の人たちの読書の状況と、それから

そういった社会教育の中での図書と読書の取り組みということに関してはどのように考えられ

ているのか、一点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 先ほどお配りした資料の 15 ページのほうにございます。年代

的に 10 代、20 代、30 代と 60 代まで書いておりますけれども、20 代、30 代で約 1,500 人くら

いですか、60 代は 1,138 人、こういうような形で登録されております。人口が減少している中

で、白老町の読書に対する考え方、町民の深いご理解があるのかなと。 



 16 

 前年度から比べても、相当数ふえております。そのような中で、各地域の移動図書館車も前

年度よりは落ち込んだわけなのですけれども、落ち込んだ原因の一つとしては、小中学校の図

書館が充実したというのが反面ございますけれども、一般の方々の貸し出しというか、借りる

状況は顕著に頑張っております。 

 例えば、日本製紙の社宅入口だとか、新規のステーションでは新たな利用者が増加しており

ます。ヨコスト団地だとか緑ケ丘団地、萩野公民館、竹浦高木商店などは、子どもたちではな

く、一般の方がふえているという状況です。このような形で伸びることを期待しております。 

 また、小中学校で、今どんどん貸し出しをしておりますけれども、その子どもたちが大きく

なって学校を出てきた時点で、10 代後半から 20 代、30 代という中で、本の貸し出し冊数が昔

に戻ってどんどん伸びていくのではなかろうかと、そのような期待もしております。20 代、30

代、そして 60 代についても、今後伸びる要素が多分にあると思っております。 

○委員長（及川 保君） 坂東主幹。  

○社会教育課主幹（坂東雄志君） 実は３カ年計画がありまして、それをそれぞれ事業計画、

平成 20 年度の社会教育事業計画というのがあります。それが実行計画なわけなのですが、その

中で図書館についても、図書館の事業の推進というようなことで町民に親しまれる図書館づく

りの推進ということで、施策としては先ほどちょっと説明しましたが、本の宅配サービス、ブ

ックスタート、らっこランド、おはなしランド、読書感想文のコンクール、図書館子ども一日

司書、そしてなかよし文庫、ふくろう文庫、施設・学校への団体拡大、子どもの読書週間、読

書週間記念事業、子どもの読書活動推進計画の進行管理、子どもの読書活動指針計画に基づく

読書管理の推進、移動図書館というようなことでございます。 

 質問のありました、子どもさんとか小中学校については読書感想文とか、図書館子ども一日

司書などをやっているのだけれども、そのほかの高齢者、また若い人たちはどうなのだろうか

というお話でございましたけれども、例えば、ふくろう文庫事業とかということで、町内の公

共施設への図書の設置というようなことで、駅とか町立病院とか学習センターとかいきいい

４・６とか、萩野公民館、ケアハウス暖炉、悠々、白老消費者協会、９カ所に 800 冊程度の予

定冊数でふくろう文庫という形で考えています。例えば、その中でいきますと、施設・学校へ

の団体図書ということでやっておりますし、そのほか図書でも、除籍するとかといったときに、

そういうところに出していくというようなこともやっております。 

 実際、システムウエーブなども使いながら、白老町教育委員会のホームページから図書館へ

リンクさせてとパソコンの使える方はそういうものもやっていますし、ここに新設でというこ

とで、先ほどお話させていただいたのですけれども、７ページにヤングアダルトコーナーとい

うのを設けまして、小学校高学年から高校生くらいまでの年代別に、児童コーナーの一角にヤ

ングアダルトコーナーを設置したりしてやっているというようなことでございます。 

 土曜日などに行っていただくとわかるかもしれないのですが、リタイアした方々が結構図書

館に見えまして、雑誌とか閲覧する機会もどんどん多くなってきているということも実情とし

てあります。数字的な把握となると閲覧の部分ですので、なかなか数字として出てこないので
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すけれども、そういうような形で図書館自体も、そういう人たちの図書支援にはなっているの

ではないかと思っています。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） わかりました。やっている事業はわかったのですが、社会教育３カ年

計画の中の図書館づくりが、子ども向けのことしか書かれていないので、これが社会教育の全

体に行き渡ったような計画が入ってきてもいいのかなと思ったことが一つです。 

 それともう１点は、この読書活動推進計画、平成 17 年から 19 年度までになっていますよね。

20 年度、新たに改正をして作成されるのですが、それはまだもらっていないですよね。確か教

育長の執行方針の中でも、ことし作成するということになっていますので、19 年度までが、も

う 20 年度に入っていますよね。ですから、いつできたのかなと。私、もらっていないのかなと

思ったのですけれども、まだできていないのか、その確認が一つです。 

 それから、移動図書館車の巡回の時間帯が短いのではないかというのがあって、本を探した

りする、状況的には予約をして、次にこういう本が欲しいというような予約等も受けているの

かどうなのか、私詳しく調べていないのですけれども、そういった本を探すのに時間がかかっ

たり、短くてその時間帯が皆さんに徹底されて、うまく皆さんが利用できているのかどうか。

そういった点、この移動図書館車でやっていて、本当に白老町の図書館が一つということで、

各施設に置かれていますけれども、それはある程度決められた本しかありませんので、そうい

った部分ではこれはすごく効果的なことであり、町民にとってはありがたいことだと思うので

すが、これを運行していく面での問題点等あれば聞かせてもらいたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 計画書につきましては、16 年から 20 年までの５カ年で、16

年からを検証しながら 21 年から 25 年までの５カ年を今年度中に作成すべく、今作業に取り掛

かっておりますけれども、今年度つくるという形になっております。 

○委員長（及川 保君） 坂東主幹。  

○社会教育課主幹（坂東雄志君） 大体、移動図書館車のステーションに１時間程度を予定し

てやってはいるのです。借りてもらって出すという形なので、ある程度要求には対処できてい

るのかなと思います。 

 ただ、やはり狭いですから、そこで調べたりという方にとっては時間として足りないのかな

という気がしますけれども、ある程度リクエストに対してこたえていって、例えば、次回のと

きにという形で返していただくという時間ですと問題ないのかなという形で考えています。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 先ほどお話の中で 20 年度までと言わせていただいたのですが、

19 年度までで完了しているのですけれども、20 年度かけて 16 年度からの部分を、今つくりな

がら 21 年度からの部分を計画としてつくろうということで、今つくっている段階でございます。

ちょっと訂正させてもらいます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  
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○委員（吉田和子君） 先ほど言いましたように、計画書は 19 年度で終わると思って見ていま

したので、ということは 16 年度から 19 年度までの４年間の計画が、実施ができなかったとい

うことなのか、できないものが残っていたので 20 年度まで持ち越したのか、それとも計画をつ

くる時間がなかなか厳しくて取れなくて 21 年度に延びたのか、その辺どちらなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 後段のほうの、計画をつくる期間が長くかかっているという

ような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 話を伺っていて、図書館がいろいろと努力をしながら成果を上げてい

るとよくわかりました。 

基本的な部分について伺いたいのですが、図書の冊数が５万冊を超えた時点から、本当に狭

くて大変だと、以前は図書館をいつまでプレハブにしておくのだと。なぜ新しくつくれないの

かという話もあったけれど、今はもうそういう話も立ち消えで何もないのだろうと思うのです

けれども、今はもう６万冊を超えて、多分すごく狭くて大変なのだろうという、そういう気が

するのですよ。おまけにコーナーを設けたりして、狭い場所を有効に使っているという状況が

見受けられます。これから蔵書がふえていくという中で、どういう展望を持っているのか、そ

のあたりどういう話が出ているのか伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 確かに、蔵書が６万 2,000 冊ほどになりまして、現在、町民

の方からも時々ですが新しい本を寄贈したいとかと出てきております。そのような中で、いた

だいた本を現在まだ整理中ということで日の目を当てていない部分も若干ございます。本とし

てそういうものを皆さんに出す部分も、今現在やってはいるのですけれども、どんどん出して

いかなければいけないと思っていますけれども、逆に使われていない、貸し出しの期間を相当

古くなって、貸し出しをしていない本がございまして、そういう部分の処分をしながら、今現

在の既存の広さの建物の中では、既に満杯というのですか、６万冊が限界だろうと、そのよう

に思っておりますけれども、これ以上の増改築とかは今現在、可能性としては少ないものです

から、今ある本をある程度古い部分を整理しながら新しい部分をどんどん出していくと、そう

いうふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） よく、事情としてはわかるのですよね。ただ、除籍をしていく以上に、

やはり新しく毎回買っていくという、それでふえていく。あるいは今話があったように寄贈さ

れたものがまたふえると。これ、まだまだ広がっていく、その必要もありという中では、仕方

がないで済むかどうか。あの建物というのは増設できないものなのかどうなのか、せめてそこ

まで考えないと。新しい建物は建てられなくても、せめて増設しながら一部屋設けるだとか。

そういうことにならないかどうかと、外から見ていてそう思うのですよね。そうしなければ救

われないなという感じがするのが一つ。 
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 それからもう一つは、学校教育との関係の中で、学校教育ですべての図書館の中に、調べ授

業だとか何かの中で全部そろえるわけにいかないので、そういうものは町の図書館で営業を要

すると。新聞、雑誌類から始まって機器を入れて何とかするという、いろいろな資料を取りそ

ろえるのが図書館の役目と、こういうような役割というのがあったと思うのですが、そういう

ことで学校側との連携という意味では、学校でこういうものが欲しいから、町でなんとかして

ほしいというような、そういうやり取りというのがうまく、スムーズにいっているのか。そう

いうことが頻繁に起こっていないのかどうか。そのあたりの関係というのを教えてほしいなと。 

 もう一つ付け足します。毎回新刊図書で新聞などに出されるのだけれども、小説など読み物

などが多いですよね。だけれども図書館の使命として、調べる図鑑だとか参考資料になる全集

を買わなければならないだとか、そういうものはものすごく高価なものですよね。そういうも

のの購入というのはどのように工夫されているのか。多分今の予算の中では、とっても手が回

らないのではないのかなと思うのですけれども、そのあたりのされている工夫がありましたら

教えてほしいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） まず１点目の図書館の現在の目的というのですか、現在６万

数千冊を置いていましてあふれるような状況ですけれども、ふくろう文庫等駅の中だとか、広

く町民に利用しやすい公共施設に出しながら、何とか現在整理しているというのが状況でござ

います。一般の人たちもそこで、例えば高齢者学習センターに出していますけれども、高齢者

学習センターには移動図書館バスは行きますけれども、ある程度あそこに本が充実されますの

で、そういう部分でも貸し出しが若干その分減ってきているという現状も出てきております。 

そういうところに出しながら、既存の施設で何とか賄っていきたい。やり繰りしていきたいと

いう、現在そういう思いでございます。 

 あと、学校との関係なのですけれども、毎月学校司書のほうから、今月こういうことがあっ

た。先月こういうことがあった。という情報をお互いに共有しながら、うちとしてもその本の

冊数の内容も含めて、ダブっているものも中にはありますけれども、ダブらないような形も取

っております。また、それはいつでもお貸しできるような形も取っております。 

 新刊図書は確かに小説類も多いのですが、数十年前からの寄付だとか、毎年寄付だとか税関

係の寄付だとかいろいろ受けておりまして、その中で新たなものを何十冊と購入してそろえた

り、あとは町の予算の中で皆さんの要望、リクエストにこたえられるようなものをそろえてお

ります。すばらしい百科事典とかそういうものについては・・・。 

○委員長（及川 保君） 本間司書どうぞ。 

○社会教育課主任（本間敬子君）  説明させていただきます。新刊案内につきましては、利用

されるのがやはり小説類が多いものですから、新聞に載せられるスペースが限られているので、

参考図書などは貸し出ししていないので、余り情報として載せることが少ないのです。 

 ただ、図書館としてやはり最低限必要なものは購入はしています。ただ百科事典だとか本当

に高価なものは、それほど毎年改訂されるものではありませんし、新しく新刊として出たもの
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で必要なものは購入しております。ただ、置く場所も限られていますし、本当に十分とは言え

ないかもしれないですけれども購入はしております。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 学校と町立図書館の連携という話もございました。ご存知の

とおりペガサス便ということで、簡単に申し上げますと学校にない図書で町立図書館にあるも

の、または町立図書館にもないけれども、道内の公立図書館にあるもの等について、学校のほ

うから町立図書館にそういう依頼をしてお借りする。または取り寄せてもらうというような連

携を、いわゆるペガサス便という形で従来からやってきております。宅配便でいきますと、ク

ロネコヤマトとかペリカン便ですとかありますけれども、それよりも早い、馬に羽が生えたペ

ガサスというようなことなのかなと、私、勝手に解釈しているのですが、そういうようなこと

でも対応させていただいております。 

 ちなみに 18 年度に学校がペガサス便を利用した件数ですけれども、18 年度で８件。本の数

でいきますと 68 冊。19 年度は 19 件、125 冊のペガサス便を町立図書館のほうへ依頼している

と。今年度、今まで、現在ですけれども、157 冊のペガサス便の利用を行っていると。ですか

ら、先ほど来お話申し上げましたとおり、学校の図書にも内容的にまだ充実していない部分も

ありますので、その辺は町立図書館と、または町立図書館を通じて道内の公立図書館の協力も

得て、そういう充実に努めているというふうにご理解いただければなと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 坂東主幹どうぞ。 

○社会教育課主幹（坂東雄志君）  先ほど抜けていたと思ったのですが、斎藤委員から質問の

ございました調べ学習とか、そういった部分でも児童向けの各分野に資料を購入してやってい

るのですけれども、例えば夏休みの期間に合わせて調べ学習コーナーを設けたりということは

図書館のほうで一生懸命やっていますし、学校教育課との連携の中では当然学校図書室という

ものと調べ学習、教員だとか生徒がどういうものが必要になってくるかということも、それぞ

れ学校のほうと十分連携を取りながら、必要なものについては図書館のほうでも用意するとい

う形では連携を取りながら、図書館はそういう意味で、先ほど学校教育課長が言っていました

けれども、学校図書が充実することによって、図書館自体も充実していくという形で進めてい

きたいと思っています。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） あと一つだけ。そこまではよくわかりました。学校図書との関係の中

で、先ほどの話の中で、司書が１名になってしまうと、やはりせっかく今まで培ってきた底上

げが、また元に戻るのではないかと、こういうようなことを考えたときに、今話があったよう

に学校図書が栄えて町の図書館があると、こういう関係でいうと、その逆に町の図書館が学校

の図書運営を指導するだとか、知恵を授けるだとか、そういうようなことが考えられないのか

どうなのか。町の図書館から学校のほうを視察して、学校の運営のあり方をチェックするだと

か、学校の要望を聞いてこちらの体制を取るだとか。そういうような関係というのが成立しな

いのかどうなのか。何か壁があるのかどうなのか、そのあたり教えてください。 
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○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 適切なお答えになるかどうかわかりませんけれども、学校図

書館担当者会議というのを毎年定期的に開催してございます。学校図書の担当教員と図書館の

本間司書も入って、そういう連携を図るための会議を毎年定期的にやっております。そのよう

なことも含めて連携を図っていると。単なる言葉上の話だけではなくて、その中で町立図書館

と学校図書館との課題、そういった取り組みについての共通認識だとか、そういうことの議論

はやってございます。そのような中で、学校にもこういう課題がある。図書館にもこういう課

題がある。それを両者連携しながらやっていこうというようなことも課題として載せて、それ

に向けて充実するような形を今現在とっておりますので、今後もそういう形は進めていきたい

と。その中で、町立図書館からのアドバイスだとか、そういうことも含めて学校図書館のさら

なる充実もしていけるのかなというふうには考えております。 

○委員長（及川 保君） 連携は取れますよということですね。本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） はい。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、いいですか。  

○委員（斎藤征信君） はい。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） ４点くらいお聞きします。まず１点目、斎藤委員もお話されましたけ

れども大きな問題で、今図書館の収容能力が７万 2,000 冊。蔵書が６万 2,000 冊ですので、図

書館が狭隘化されていると思いますので、いくら除籍しても今後対応できないと思いますけれ

ども、その辺の施設の拡充、整備について教育委員会が考えているのか、後期計画の中でどう

いうふうに反映させていく考えを持っているのかということをお聞きします。 

 それともう一つは、町内の遊休施設の転用、仮に萩野みどり幼稚園を使うとか。私が昔から

言っているのは、商店街を活性化するために、施設の体力があるかどうかは別にして、泉旅館

などの古い施設を図書館にして、あそこに商店街の活性化を図りながら、より以上活用できる

のですよ、商店街の人が集まりますから。そういうことを考えていくべきだと思いますけれど

もその辺はどうかと。 

 それと２点目は、郷土史の充実を図るということで、４ページに 20 年度の図書の購入基準が

あります。特色ある郷土資料の整備充実を図る。これ具体的にどうやっていくのか。私は、こ

こで言っていますけれども、白老町、毎年図書購入費 330 万円ありますけれども、これは逆に、

このうちの何％は郷土史の関係を買うということを決めていかないと、古本屋は高いとかあり

ますから、まず買えないのです。今あるかどうかわかりませんけれども、白老の図書館も昔郷

土博物館であって、アイヌ博物館にも森竹竹市の原始林の原本がなかったのですよ。そういう

部分で、やはり白老の特徴あるものは予算の中で、これの部分はこれだけ充てるという方向性

をきちんと示していかなければ、まず充実にならないと思いますけれどもその辺。それとアイ

ヌ関係資料、郷土・行政資料の計画的収集と目録の整備。これ具体的に進んでいるのか、これ

からやるのか。 
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 それともう一点は、これはアイヌ民族博物館と白老の仙台陣屋の資料館、それと今回イオル

のチキサニ、私あそこに行って来ました。施設、いくらか資料整理してあるのですよ。この関

係の屋上屋を重ねているのですよね。ですからその辺を、役割分担というのか協議会をつくっ

てダブらないような形で、その施設の役割をきちんと決めて、そして高価なものは同じ本が重

複しないように、そういう部分の整理が必要だと思うのですけれども、それはやはり図書館の

ほうがイニシアチブを取ってやっていくべきだと思うのですけれども､その辺はいかがかなと

いうことです。 

 それでもう一つこの中で、本間さんご存知だと思いますけれども、八木義徳などクッタラ湖

を題材に本を書いているのだけれども、私は前に苫小牧の図書館へ行ったらあるのですよ。そ

ういう白老を題材にした文学作品とか、そういう図書を集中的に購入しておくべきだと思うの

だけれども、その辺はいかがかなとこう思います。 

 それと、図書の購入費がかなり厳しくなってきているのだけれども、本間司書知っていると

思いますけれども、若干時間が遅れますけれども今の古新書というものがあるのですよね。そ

ういうものを買って少しでも蔵書冊数をふやすような対策を考えられるかどうか。新しいのだ

けれど、ちょっと時期がずれると安くなるのですよね。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） １点目に、現在６万数千冊がございまして、いくら除籍して

も対応できないのではないだろうかと。その際の地域の遊休施設の活用をどのように考えてい

るのだと。施設の増設等ができなければそういう部分も検討に入れてはどうかというお話でご

ざいますけれども、現在、先ほどからお話させていただいておりますれども、公共施設等にい

ろいろな本をふくろう文庫等で出しております。そういうところに出している本の充実以外に、

もしほかの施設の活用ということで、何かないだろうかということで出てきたときには、テー

ブルの上にのりますけれども、現在は今の除籍で賄っていきたい。それと地域の今現在ある駅

だとか、町立病院だとか学習センターだとか、いろいろな部分に貸し出ししていますけれども、

そういうところでの貸し出しをもう少し充実しながら進んでいきたいと思っております。１点

目についてはそのように考えています。 

 ２点目の特色ある郷土資料の整備充実を図るという部分では、確かに委員がおっしゃるとお

り何十％とか、何％という部分を確保しながら、購入の部分も今後検討していきたいと、これ

はそのように考えおります。 

 アイヌ関係資料とチキサニとうちの図書館との、うちの図書館がリーダーシップを取りなが

ら協議会などをつくって、本のお互いの、図書館にそろえなければならない本を図書館で、ま

た博物館でそろえなければならない本は博物館でというお話ですけれども、確かに言われると

おり私も３月まで博物館におりました。7,000 冊ほどアイヌ文化の本が貯蔵されております。

それでもなくて図書館に、図書館ならあるよということも中にはございます。今委員がおっし

ゃったとおり、今後そういうところと連携しながら、うちの図書館に必要なものは図書館でそ

ろえていくという形で進めていきたいなと思っております。 
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 あと、新古書というのですか、これは・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、本間司書どうぞ。 

○社会教育課主任（本間敬子君）  新古書につきましては、年１回なのですけれども、札幌の

古書店に行きまして高価な古書も購入しているのですけれども、そういった店の中で少し安く

なった郷土資料関係の古書は購入しております。ただ、ブックオフのようなところでは購入は

できないのですけれども、そういったなるべく安く購入するといった対応はしております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 今課長のほうから図書館の整備充実の話なのだけれども、私が言って

いるのは、ただ貸し出しする間口を、窓口を広げればいいと言っているのではなくて、本来の

図書館の持っている機能を充実していくために、では、やはりだんだん狭隘しているのではな

いかということです。苫小牧の図書館に行かれたのではないかと思うけれども、今かなり図書

館お客さんがふえているのですよね。借りるばかりではないのですよ。あそこで調べたり週刊

誌を読んだり新聞を読んだりとお客さんがかなり来ているのです。僕はやはり、本来そういう

ようなコミュニティーの場であり、憩いの場、学習の場である場合もあるのです、図書館とい

うのは。本来そういうことで私は質問しているのです。それに対する答弁を。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 委員おっしゃるとおり、私も苫小牧の図書館とか恵庭、札幌、

いろいろな道の図書館を見てきております。確かに人が集えるというか集まってそこでいろい

ろな方が勉強しながら、本を読みながら、いい顔をして帰って行くという姿を見ております。 

 白老の図書館につきましては、平米数もさることながら、やはりこれが限界な部分がござい

ます。ここの施設の増改築は、今の時代、この厳しい財政事情の中では無理だろうと思ってお

ります。そのような中では先ほど委員のほうからありましたように、他の遊休施設というので

すか、そういう部分が出てきたときに、それを検討できるものなら検討したいと思っておりま

すけれども、何にしても維持管理という部分があるのです。そこに行き着くときに必ず人を張

り付けてどうのこうのということがございます。そういうことも考慮に入れながら検討はして

いきますけれども、今の中では既存の施設を大事に、より人が集まって、集まってこられない

場合は先ほど言った宅配等のボランティアいろいろございます。どんどん見せていただくよう

な方法を取りながら、今の既存施設の中で精一杯やっていきたいとそのように思っております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員よろしいですか。 

○委員（前田博之君） はい。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。それでは学校図書館について、質疑のござい

ます方はどうぞ。斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 基本になることを聞いて、大変困るのですけれども、図書の基準、こ

こに国の基準と出ていましたね。あの基準というのは総数で出ているのですか。以前からジャ

ンル別にするとか何とかという話もずっとあって、それがなかなかできなくて、結局今は総数、

例えば、小学校なら 18 学級以上で１万冊、中学校なら 15 学級で１万 2,000 冊とか、それが大
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きな基準でそこから全部降りてくるという基準なのかどうかというのが一つね。 

 それからもう一つは、ジャンル別に各学校で目録というものを持っているかどうか。総数で

やった場合に何冊あると。だけれども、ジャンル別に言ったらこれが何冊、これが何冊と。そ

ういうような目録を学校できちんと押さえた上で図書整備をしているのかどうなのか。そのあ

たりどうなのかということを伺いたい。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） まず１点目の基準の関係ですけれども、これは平成５年に文

科省のほうから出されているものでございます。簡単に申し上げますと、小学校、中学校で学

級数に応じて、例えば１学級の小学校であれば 2,400 冊。難しい計算もあるのですが、７学級

から 12 学級については 5,080 冊プラス 480 掛ける（学級数マイナス６）というような、それぞ

れの計算方法がありまして、その中でうちの学校の学級数に応じて、先ほどの資料の標準冊数

を文科省が指定していると。 

 余談ですけれど、以前に道新に出ていました赤平市についてはその半分にも満たないという

ようなことでたたかれていますけれども、ここまで言うと質問されている以上の話になってし

まいますけれども、それを交付税で国は見ていますよと。だけれども交付税というのは、補助

金と違いますので、いわゆるまちづくり経費として地方財政法に基づいて、地財計画に基づい

て交付されていますので、それをどう使おうが言葉は悪いのですが市町村の裁量だと。ですか

らああいうふうに新聞に出されると、私方も非常に憤慨というのは言葉が悪いのですけれども、

そのようなこともあります。 

 そのようなことで中学校も同じような形で、学級数に応じてそのような計算方法があって標

準冊数というのが定められていると。もしよろしければ、その部分だけ各委員さんにコピーを

お渡しします。余り見やすくはないのですけれども、計算方法だけの資料はありますので後ほ

ど資料として追加ご提示申し上げたいと思います。 

 それと目録につきましては、要するにどのような本があるかだとか、そういうコンピュータ

ー上だとかで各学校の蔵書内容を全部登録してございますので、そういうことの資料は整えて

おります。というお答えでよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうですか。  

○委員（斎藤征信君） わかりました。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 表向き、総数でやっていくと、例えば項目別に人文科学を充実させる

だとか、地理のほうもするだとか、いろいろジャンルがありますよね。そういうような形で充

実させていってこそはじめて・・・、総数だけで言ってしまうと、除籍をしないところほどず

っと上がっていきますよね。毎年買っていくわけですから、どんどん上がっていきます。だか

ら除籍が適当にきちんとされているのかどうなのか、除籍の基準だとか何だとかがあるのかど

うなのか、そのあたりどのようになっているか、その辺だけ教えてもらえればありがたいです。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 
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○学校教育課長（本間勝治君） 正直申し上げまして、除籍の基準ということまで、今、私、

押さえてございません。ただ、やはり古くなったとか、先ほど申し上げましたけれども、複数

の本があるだとか、そういうことによっての除籍はしております。確かに、今委員がおっしゃ

られるとおり、図書整備率が 100％あったからといって、その学校図書館が 100％機能充実して

いるかというふうには私も思っておりません。要は、図書館の図書整備率は 100％であっても、

そこに魂が入っているかどうかというのが私は問題だと思っていますから、そういう意味から

しますと、やはり学校司書だとか、今もいる支援スタッフ、それと図書ボランティアの皆さん、

学校の図書担当の先生方がいかに自分たちの学校の学校図書館が子どもたちにとって重要な本

があるのか、いい運営をしているのかということが重要であって、こういう言い方をしたら語

弊がありますけれども、図書整備率だけでそれを推しはかるのは、私は違うのではないかなと

いうふうには思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 本間司書どうぞ。 

○社会教育課主任（本間敬子君）  学校のほうの話のなのですけれども、除籍の基準について

お話しさせていただきたいと思います。今、17 年度から学校司書を、嘱託職員配置されまして、

それまではほとんど図書担当の先生が整備できていない状態だったのです。それを学校司書が

入ってから、担当の先生と相談しながら、適切に除籍など行われてきていると思います。その

除籍の基準なのですけれども、明確な基準というのは利用状況などにもよりますので設けるの

が難しいのですね。ただ、汚損とか破損のひどいものと余りにも古い資料、あとは時代にそぐ

わなくなった資料ですとか、そういったものを各学校の利用状況を見ながら学校司書のほうで

除籍は行っております。図書館のほうも同じような形で除籍を行っています。学校司書と担当

の先生と相談しながら、今行っている状況だと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） この除籍の、古くなったり破損したりと、今言っていましたけれども、

前に図書館を視察したときに図書ボランティアの方々が、本が傷まないようにということで、

何かかぶせて本が長持ちするようにとやっているところがあったのですよ。やっているところ

やっていないところの差というのは出てきているのかどうか。その点、これから見ますので、

ちょっと確認したいのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 学校図書館につきましては、今吉田委員が言われたような形

で、おおむねそういう形を取っております。それも学校司書、支援スタッフの人数がふえてそ

ういうこともできるようになったと。 

○委員長（及川 保君） わかりました。坂東主幹どうぞ。 

○社会教育課主幹（坂東雄志君）  交付税の関係で、今学校教育課長が言っていたのですけれ

ども、交付税の算定で図書館費についても、一応費用単位ということで算定されているのです。

学校図書だけがあるのかなというお話が、前に聞かれたこともあったのですけれども、そこは

図書館費についても費用単位として算定されておりますので。 
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○委員長（及川 保君） わかりました。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどの話の中で、２カ年計画の中で予算がなくなると、そのあたり

がよくわからないというような、今度 19 年度から 23 年度の５カ年計画で、学校図書整備計画

が出ていますね。実際にそれが総額でいうと 1,000 億円くらい用意すると。だから、毎年 200

億円くらいずつ用意するという、それが町の運営に潤わされるのかどうか、町への配分という

のは決まっているのかどうなのか、そのあたりことを伺いたいのと。 

もう一つ、全国学力調査で白老の子どもたちが、図書の読み方が１日の読書量が最も少ない

という結論が出た。このようなこと調べなくてもわかることなのだけれども、それに対する課

長の見解。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） １点目の 19 年、20 年の図書整備計画というのは、おそらく

交付税措置の話だったと思います。それはもっと前から５カ年計画で始まっていて 23 年度で終

わると。それが白老町に潤うのか潤わないのかということになりますと、私のほうから潤って

ほしいという希望はございますけれども、今のところ交付税ですから、21 年度以降どういうふ

うに配分されてくるかというのは押さえられませんということでお答えしておきます。要する

に、全体枠の中で、先ほどのような単位費用だとか、そういうことが各年度、地財計画の中で

決まってきますので、そういうことからすると来年度大幅にふえるか、白老町が減るかという

のは、今のところ明確にはお答えできませんし、まして今年度についても、私の記憶では７月

ないし８月の、今ごろだと思いますけれども、交付税算定の基礎数値をうちの経営企画課のほ

うから道に報告して国へ行って、そして最終的に計算をして交付税が決まるという段取りにな

っていますから、そういう状況の中で 21 年度以降どうなるかという話になりますと、私のほう

からこうなりますということは確定的なことは申し上げられないかなと。 

 それと、全国学力テストの話に添った図書の関係についてでありますけれども、やはり昨年

数十年ぶりに行われた全国学力テストの結果について、教育委員会としてもまとめてございま

す。その後、各学校においてもそれぞれの対応策等についてまとめてあります。やはり子ども

たちの読解力、そういうことが重要なポイントになるというようなことも押さえております。

そのようなことから、やはり学校図書館の果たす役割というのは必要であろうと。それと朝読

書だとかそういうことも踏まえてのこれからの学校教育は、学校図書館も含めて重要であると

は認識しておりますけれども、では具体的に全国学力テストの結果を踏まえて、学校図書館の

役割として、どうしていくのだというようなことまで、具体的に今ちょっとお話しできないの

は残念ではありますけれども、そういうことでお答えをさせていただいて終わりにしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。それでは、総務文教常任委員会を閉会いたします。 

（午後 ０時１１分） 


