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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８月８日（金曜日） 

開  会  午後 ２時３９分 

閉  会  午後 ４時０８分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．町立図書館及び学校図書館の運営について 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．町立図書館及び学校図書館の運営について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

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 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○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）  それでは、総務文教常任委員会を開会いたします。  

（午後 ２時３９分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  皆さん、ご苦労さまでございました。町立図書館及び学校図書館の

運営について、本委員会が所管事務調査として取り上げた調査事項、今すべて終えたという状

況にございます。皆さんのご意見を伺いながら、町立図書館、それから 10 校の学校図書館の現

状を視察した経過を踏まえて、まとめの部分に反映させていきたいと考えますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

まず、町立図書館について何か皆さんのほうでお気づきの点がありましたら、それぞれ意見

を述べていただきたいというふうに思います。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 町立図書館については、ずっと課題であった狭隘、狭いという、あの

建物でいいのかという議論はずっとされてきていましたけれども、今、建物云々ということに

は、予算が伴えば本当に、今の部分では狭いだろうというのはあります。ただ、本当に狭い中

で、司書を中心に努力をされていることが、整理の仕方にしてもわかりやすく、そして子ども

たちに本を読ませるためにヤングアダルトとか、本当に興味を引くようなことを用いて努力さ

れていることは評価していいのではないかというふうに思いましたけれども。 

○委員長（及川 保君） ほかの方はどうですか。斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。やはり、町立図書館の努力というのを認めなければならな

いだろうと、移動図書館から始まってペガサス便だとか、そういうことで外部との、読書率を

高めていくということの努力というのを、そしてそれを子どもたちが待っているという、その

ような中で、随分効果を出しているのではないかというふうに思います。 

それから、あの狭いながらも読書コーナー、幼児・児童のコ―ナーを設けて、あのようなこ

とをやりながら本が整備されてきているという点ではすばらしいことだというふうに思って見

ました。町立図書館の司書の方も、絶えず学校との連携にかなり気を配っているという点がよ

くわかったのですけれども、やはり改善しなければならない部分としてはインターネット枠と

いうのでしょうか、そういうものがもう少しきちんと確立される必要はあるのではないかと。

そういう部分、まだ手をつけなければならないところがあるのではないかと。具体的にはちょ

っとわかりませんけれども、早急にやるだとか、必要なものが即座に用意できて届けられるだ

とか、そういうような体制が、もうひとつの努力が要るかなというような感じだと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 斎藤委員が言われた、図書館がいろいろな項目にわたって努力されて

いる中に、高齢者とかにボランティアによる宅配もやっていますよね。ペガサス便とはまた別

ですよね。そういったことも、なかなかほかのほうでは、学校の先生方のペガサス便も、移動

図書館も驚いているくらいに、ほかのほうでは実施していないことをやっているという、この
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横長の町を十分それが隅々まで行き渡るような努力をされているということは、やっているこ

とを評価したほうがいいと思います。  

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） やはり、狭隘の関係でいうと、何とかもう少し広げられないかという、

そういう話というのは前からあったわけで、実際にはどういうふうにあらわれるかというと、

５万冊のときにも一杯一杯でどうにもならないと言っていたのが、今もう７万冊になっている

と。大変だろうと。実際には、寄贈された本などは日の目を見ないで、そのまましまい込まれ

ているというようなこともあったということでは、何とかその辺の工夫というのは、広げられ

る工夫というのが可能なのかどうなのか問題点としては必ず出さなければならないということ。 

白老にだけ図書館があって、この細長い町の他のところに支所がないという、やはり東西に

あってもいいのではないかと。それがないために運んで歩かなければならないという、そうい

う苦労を考えれば、萩野だとか竹浦だとか、あちらのほうにも一つ図書館の支所みたいなとこ

ろがあってもいいのではないかという感じはしますよね。これはあくまでも理想ですけれども。 

○委員長（及川 保君） 図書館の支所ね。私も実は、そういうことを考えていたのですけれ

どもね。きょうも竹浦、虎杖浜を回っていて感じたのは、距離的なものがすべての学校で出て

いた中で、斎藤委員のおっしゃった、何とか公共施設の空きを活用する努力が必要かなという

ふうには感じておりました。この部分もしっかり言っておきましょう。吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 白老町の子ども読書活動推進計画というのを 17 年から実施しているわ

けですけれども、この計画年度が 19 年で終わっているのですよ。途切れてしまうということは、

やはりよくないことというか、継続性を持って、計画が切れるときには新しい年度に向けてき

ちんと計画がつくられていくということを努力してもらいたいというふうに思うのですね。 

 もう一点は、読書活動推進計画なのですが、これは社会教育課が主管してやっているのです

けれども、これがすべて学校の図書館のあるべき姿も全部書かれているのですよ。だけれども、

学校関係がこのことをきちんと掌握しているかどうかというのも、問題があるのかなというふ

うに思いましたので、やはりすべて包含した計画ですので、皆さんにきちんと行き渡るこの計

画に添った推進を進めてもらいたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうですか。  

○委員（前田博之君） 町立図書館の評価、課題、一緒に話してもいいですか。 

○委員長（及川 保君） はい。  

○委員（前田博之君） 今もお話ありましたけれど、町立図書館の目標、指針をやはりはっき

りつくっておくべきだと思います。それによって方向性が、まず見えなかったということです

ね。どういう図書館にするかという目標がなければ、それが示されなかったと。 

 それと、町立図書館の中は、検索しやすいようにかなり十分に整理をされています。そして

伸び伸びとした雰囲気の中で自由に過ごすことができるような空間づくりはされていると。し

かし狭隘であって、その目的を達するためにもう少し施設を考える必要があるのではないかと、

こう思います。それと、狭いながらも、児童サービスを充実させる就学前の子どもには本の楽
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しみを、学校に通う児童に対しては子どもの新たな興味を引き出して、本や資料などに興味を

持つような空間つくりというか、そういうレイアウトをされていたと。 

 課題としては、今まで小学校などはかなり、学校関係はやっていますけれども、保育園・幼

稚園関係について欠けているのかと思うのです。それで幼い頃から本に親しめるよう、保育園・

幼稚園への移動図書館の巡回も必要ではないかと思います。今、行っていないですよね。絵本

などを持って行って、保育士さん方にも本と子どもをつなぐような、もうちょっと底辺のほう

からもやったほうがいいかと思うのですが、せっかく学校もやっていますから。 

 それと、斎藤委員もお話しされていましたけれども、今インターネットなどかなり情報が出

ていますので、やはり新しいメディアにある情報提供にも努めていくべきだと思います。ただ

図書を蔵書していくだけではなくて、新しいメディアによる情報提供の仕組みづくりをする必

要があるのかなと思っています。お金がかかる、かからないは別にして、一つの図書館のあり

方として。 

 やはり図書館は狭隘なので、遊休施設を使うなどして、将来的には滞在型の利用できる図書

館づくりを目指すべきだと。そのくらいです。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。恥ずかしい話、私初めて図書館に入ったのですよ。そ

れで見た感じなのですけれども、何というか幼児・小学生ですか、そういう形の中では、かな

りいろいろ本も、コーナーも充実してあったように思います。ただ、中学生・高校生、また一

般の大人が見て調べたり、閲覧するということには若干欠けているのかなという気がしました。

狭隘であるから、やむを得ないのかなと思いますけれども、今皆さんお話しになったように、

もし拡張できるのであれば、拡張してもらいたいなと、このように思っています。 

 また、たまたま私、萩野公民館の運営委員をやっているのですけれども、あそこには除籍に

なった書籍が 500 冊くらい、結構あるのですよ。そして結構一般の人も来るし、あそこには病

院があって、老健施設もあるものですから、見舞いにきた人が借りていって入院患者と読んだ

り、返してということになっているのですよ。だけれど、我々はこれ要らないから持っていっ

て処分をしてもいいですよと言っているのですけれども、やはりきちんと返してくるというこ

とでありますので、もしそういうことであれば、そういうことももう少し充実してやっていっ

てもいいのかなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 学校図書も関係するのですけれども、社会教育活動の社会教育という

観点からの図書館のとらえ方において、家庭における子どもの読書活動の推進というか、そう

いうことを図書館も、使命感があると思いますので、案外そういう部分の貸し出しをしたり環

境をつくったりは一生懸命にやっているのですけれども、ソフトの部分でいかに地域の中に、

子ども読書習慣を位置づけるかという活動がみられなかったのですよね。 

 それは、図書館が担わなくても社会教育班の中でやっていけると思いますので、もし皆さん

の意見がいいということになれば、家庭における子どもの読書活動の推進についてということ
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で図るべきだということを、もしできればしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  今の前田委員の家庭における子どもの読書活動、町立図書館も一定

の役割を果たすべきだと、こういう発言でありますが、私も実は、いろいろな現在の社会の子

どもたちのことを思うと、子どもの教育は、やはり小さな段階から、家庭から積み上げていく

ものだなと強く感じさせられているものでございまして、その意味からすると、単に教育委員

会に対して学校教育の部分だけで、いろいろ議会の中でも発言される委員も多いわけでありま

すけれども、今前田委員がおっしゃったようなことも十分に、間接的ではありますけれども、

その部分でのかかわりが今後重要な役割を果たしてくるのかなというふうに感じますので、こ

の部分も入れさせていただこうかなというふうに思います。本間委員どうぞ。  

○委員（本間広朗君） 僕も、今回初めて図書館を見せていただいて、多分皆さん、前回いろ

いろ調査してわかっていると・・・、僕は正直言って狭いとか、余り感じられない。ただ、よ

く見えたのは、よく整理されていたなというのが第一印象というか。皆さん、いろいろな取り

組み、今言われたのでいいのですが、僕が感じたのは移動図書、これもうちょっと何とかなら

ないかなと。今いろいろなところへ行ってやっているので、前田委員も言われたように、家庭

の役割、これも移動図書で行ったり、それから学校、いろいろなパイプ役というかつながりを

もっと強く持たせてやっていけたらもっともっといいのかなと。ただ、学校でとまっているだ

けではなくて、今そういう取り組みがありますけれどもいろいろな地域、それをもっともっと

ふやしていって、もっと使って、白老というところは皆さんが言うように長いから、どうして

も町立図書館に借りに来られないという人もたくさんいると思うのですよね。ですから、そう

いうのをもうちょっと使えたらと町立図書館へ行ったときにそう思いましたね。 

○委員（斎藤征信君） 移動図書館車が学校にとめられているけれども、地域の人や子どもた

ちも来てくださいということでやっています。 

○委員（本間広朗君） それはわかります。ですからもうちょっと、そういう取り組みという

か、例えばもうちょっと場所をふやして、短い時間だけ場所をふやして、長い時間はここにい

るよと、何かそういう取り組みもやったらいいなと。でも大概の人は、何曜日に来るよという

のがわかっていても、なかなか・・・、僕もそうなのですが、バスを見ると来ているのだなと

わかるので、そうすると子どもたちから大人からもっと借りやすいのかなと思っていましたね。 

○委員長（及川 保君）  移動図書の、学校ばかりではなくて、寿幸園ですよ。そういう町の

かかわりの持つところに間違いなく行っているのですが、今、本間委員がおっしゃったような

状況をつくるとなると、非常に２台、３台のものが出てくるのかもしれませんけれどもね。い

ずれにしてもそういうことが大事だという部分を含めて入れておきましょう。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、移動図書館のあり方だとか、これも１台で、職員が運転をして、

34 ステーションを回ることが大変厳しいという話が載っています。まだまだ要請があっても行

かれないという状況が続いているという、町の長さからいって、１カ所ここにあるということ

は、やはり地方の人たちにとっては利用しづらいということがあるので、この移動図書館が一

つの大きな図書に親しむ機会づくりであるという。 
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 それと、各家庭の図書とのふれあい、読書に対する家庭の体制づくりも必要だということが

出ていましたよね。そういうことからいうと、前田委員がおっしゃった図書館の目指す目的と

それから今後の課題と明確なものがきちんと計画としてないということが言われていましたけ

れども、私、この白老町社会教育３カ年計画の中に、町民に親しまれる図書館づくりの推進と

あるのですよ。本当にいくらも書かれてなく、項目みな短いのですけれどもね、これを見たと

きにこれ図書館のことなの・・・、子どもに関する、ブックスタートをやっているとか、ほと

んど子どもにかかわることなのですよ。図書館として、子どもとかでいえば、各施設でやって

いるし、学校もやっているし、子どもにかかわることはある程度できているのですよ。ひだま

りだとか、子育てセンターもやっていますのでね。 

 家庭が図書館とどう接点を結んでいくかというようなことを、この計画の中にもうちょっと

きちんと具体的に入れるべきではないかと。だって、子どもに関してはほとんどこの読書推進

計画なんて要らないと思うのですよ。だけど、全体を通しての本当に基本的なことの目標を、

社会教育の中に、これ３カ年ごとに変えていきますので、その３カ年でなかった分を、この３

カ年をかけてどういう図書館で、どういうまちに入り込んでいくかということを具体的に、全

体像を見た計画にしてほしいなというふうに思いました。 

 子どもに関してはあるし、学校図書館もあるし、全部あるのですよ。だから、もうちょっと、

社会教育ですから大人も含んだ、家庭も含んだ、全体的な図書館づくりの計画があったらいい

なというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今言われたこと、まさにそのとおりだとは思うけれども、

大人は図書館に来て、そして借りていけるのだという基本にたっているのだよね。だからこそ、

地域に東西に、そういう拠点があれば、それから派生して移動するにしても、多面的に回れる

だとか、何とかという方法も出てくるということだね。だから、白老に１カ所図書館があるか

ら、それでいいのだということにはならないね。そのためには細かな政策が必要なのかなとい

う気がするのですよね。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 目的を、３年ごとの計画があるわけだから、具体的にこういう、今回

は虎杖浜の施設の何カ所かを整備をしていきますとか、そういった図書館が目指す目的と、そ

れに対して今回こういう事業をやりますという具体的なものが必要なのかなというふうに、あ

るから借りにおいでではなくて、こちらから出て行った図書館としての白老町における、図書

館を中心にした図書の貸し出しを含めた、読書の薦め方を含めた目標、図書館のあるべき姿と

いうのをきちんと明確に持つべきだというふうに、先ほど前田委員が言ったものにプラスして

計画の中に盛り込むべきかなと思っています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 社会教育計画の中でもいいのですよ。きちんと目標と指針を持って生

涯教育の中で図書館を位置づけして、具体的にどういう方向へ行くのだよというものを、誰が
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見てもわかるような物差しがないと、うちはないのですよね。よその町村は図書館運営につい

てきちんと目標や指針を持っているのですよ。 

 当然、白老のこれだけ横に長いところであれば、逆に白老の図書館が本館で、そして拠点館

があって、それだけほかではやっているはずなのだけれど、うちは図書館も満足に建てられな

くてこういう状況になっていますけれども、せっかくですから、そういう大きな、今話された

部分を整理して町民に示すべきだと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。よろしいですかね、この町立図書館についてはね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは今度、学校図書館について。皆さんのご意見をお聞きした

いというふうに思います。前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） まず、図書館の評価とか課題と、別々に言います。 

 まず一つとして、評価のほう。いちいち細かい説明を抜きますから。子どもの目線で考える

本を選んだり、いろいろな見出しをつけたり、楽しませる工夫がされていたと。それと学校図

書館司書が配置された効果が端的に図書館充実に結びついていると。 

 その一つ、学校図書館のイメージを変えた。２番目、常に整理され検索しやすいようにされ

ていたと。３つ目、少ない予算の中、蔵書の充実に取り組み、バランスの取れた蔵書構成に心

がけていたということを私は感じました。 

 課題、まずは町立図書館と学校図書館のオンライン化、パソコンは入っていますけれどもイ

ンターネットがつながっていないのですよ。学校も全部図書はデータ化されているのですよ。

当然、町立図書館もなっていますから、それのつながりがなっていませんので、調べ学習にか

かわる、あるいは図書を見出す学校の図書を補完するためのオンライン化がされていないと。

それをぜひやるべきだということです。ということは、情報化の時代において遅れていますよ

と。そういうことをぜひやってほしいということです。  

 それと学校図書司書、いろいろなことを別にして、12 学級以上に置くべきだとか、以下でも

置いていますけれども、そういうことを抜きにして、それぞれまちまちありますので、学校図

書司書の教諭の配置と研修、これは白老町ばかりではないですけれども。  

ボランティアの関係が出ていましたけれども、学校図書館を地域で支援するネットワークづ

くり、これは出ていましたけれども、親父の会、僕は高齢者クラブを入れるべきだと思ってい

るのです。そして今やっている母親というのですか、これらの人方を巻き込んだネットワーク

づくりをするべきだと思います。他の人もあると思いますのでいいです。  

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 中身についてはいろいろありますけれども、どうにもならないところ

からお話しすると、北海道の学校図書館のレベルというのは全国最低だということが、この間

新聞に出ていたのですよね。基準に達している学校が、小学校で 17％、中学校で 12％というこ

とで、これを何とかしなければ、北海道がどうしてこういう状況におかれているのかというこ

とが、大きな問題になろうかというふうに思います。原因はわかりません。 
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 交付税の問題でいえば、一般財源化されているので、町の財政事情によって配分されるとい

うことはよくわかっているのですけれども、今ここに上げてもらった資料だけでも、白老で 18

年度で 169 万円の予算のうちの 40％、19 年度で 163 万円で減って、そして図書費が 24.3％と

ガクンと落ちているのですね。これ全国平均で、大体 78％くらいになるのだそうですね。とい

うことからいうと、北海道というのは随分少ないのだなという、図書というものを軽く見られ

ているのか、財政事情が余りにも悪いのか。そういうところからもう１回見直す必要があるの

ではないかという、やはり全国平均並みくらいに持っていく必要があるのではないかというふ

うな気はして、これを見ています。 

 そのような中で、国でやった図書館の支援センター推進事業、その中で司書だとかなんだと

かという、その効果はものすごくあったということを認めたいと思うのですよ。 

○委員（吉田和子君） 学校図書館支援センター推進事業、３名の支援スタッフの２年間配置。  

○委員（斎藤征信君） 国のその予算の中でやったわけでしょう。その司書がいたために、こ

の３、４年の間に本当に見違えるほど立派になったということは、認めたいと思うのです。そ

れで司書の役割の大きさというのは、だから４人から３人に減ることの恐ろしさというのを、

これから考えなければいけないだろうと思うのですけれどもね。ただ、見ていてすごくきれい

になったなと思うけれども、学校の独自性がないのではないかなという気がしたのですよ。 

 やはり、学校に任せられているものは、学校が独自にその雰囲気をつくって行かなければな

らないはずなのに、少ない司書でやっているものだから、みんな同じパターンになってしまう。

ということを、これからますます司書の数が減っていったら、そういうことがもっと強くなっ

ていくだろうと。１人の司書が朝から晩まで駆けずり回っていかないと、今の体制は維持でき

ないだろうなということでは、ここのところはきちんと手を加えなければならないところでは

ないかと。これが大きな問題の一つだと思います。  

あとは、もう一つの大きな問題というのは、分類の問題。本の総冊数で基準を決めたという

ことの中で、もとは分野別に、分類別に大体の基準というのがあったはずなのですよ。それを

全部取り払ったのですね。人文科学が何ぼだとか、自然科学が何ぼだとかというような割合と

いうのがあったと思うのです。そういうのを全部取り払って、総数の基準になったという中で、

これも一つの、ある程度そろったからそういうふうに変えたのなかという感じもするのですけ

れども、それにしても先ほどから皆さんから出てくるように、やはり調べ学習の材料が少ない

とか、一見ものすごくきちんとそろっているように見えるけれども、本当に、先生方インター

ネットに逃げるという話もあったけれども、インターネットも確かに文明の利器だから使わな

ければならないです。使わなければならないけれども、本で調べるのが面倒くさいからという

とそうではないと思うのですよ。それだけ調べるだけの本の分量がないからだと思うのですよ。

全部そろっていたら、いろいろなところから一つの課題に向かって、いろいろな本を見つけて

きて、そしてやるだろうと。ということでは、分野別、分類別の冊数というのがものすごく貧

弱だということが言えるのではないのかなというふうに思います。基本的にはそのようなとこ

ろの指摘だと思います。  
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○委員長（及川 保君） これ、専門書ですね。斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 司書の方も言ったでしょう、どんなに学校が小さくても大きくても、

基本図書というのはあるべきだと。子どもが少ないから少なくていいのだ。ではないのだと。

それからどうふやすかの問題なのだけれども、そこら辺にきちんと目を向けるべきではないの

かということだと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） やるといっているのです。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） それが、やるといっても簡単にやれるものではないということがわか

っているのだよね。だから、分類別に分けた図書棚を見てホッとしたのですよ。なかなか、初

めの時に気がつかなかったものだから、後になったらみんなそろっていたでしょう、大体ね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の体制が崩れるまでは、１人体制に戻るまでに整理したいと。  

○委員（斎藤征信君） それは、随分進んだなという気がしたのです。そこはいいのです。そ

この中の冊数の問題、図書の質の問題。何冊かあるからそれでいいのだではなくて。  

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 斎藤委員が言われたことの中で、ちょっと私もひっかっかたことがあ

るのですが、それを要求できるかどうかというのがあったのです。どこも同じような感じがし

たと。学校図書の個性が出なかった、出ていないような気がすると言われたのですが、私は、

今それを学校に要求することが、国とのかかわりで、学校司書教諭を 12 学級で一人置きなさい

ということは義務づけられているけれども、ほかはないわけですよね。いない中で、ましてや

兼務の中で、それを要求していくことが可能なのかなと。やはり、今までやっていた一人の学

校図書司書の方に、３人の方が来て、そして白老町立図書館司書と連携を取って、そして子ど

もたちが本を調べ、読む、そういうことをしやすいような方向性がある程度基準としてあって、

それを基準にやったことなのではないかと思うのですよね。それ以上個性を出すということに

なると、では誰がやるのということになるような気がするのですよね。 

 だから、委員会として言っていくことは簡単なのですけれども、こういうことでできるので

はないかということがないと、個性を出してほしいとはもちろん学校独自のものがあっていい

とは思うのですけれども、それを委員会として出せるのかなと。 

○委員（斎藤征信君） いやいや、個性を出してほしいと私が言ったのではないですよ。  

○委員（吉田和子君） でも、同じように見えるということは違いがないということ。 

○委員（斎藤征信君） そうなってしまうのではないかと。  

○委員（吉田和子君） それは必要なものを考えていったときに、ああいう形になったのでは

ないかと。新しい３人の司書の方は、今まで全然違うところから来ている人たちですよ。今ま

でいた山下さんが中心だから、山下さんの考えになったのかどうかわかりませんけれども、そ

れを、そういった形に変えていきなさいということは、今の段階でこういうことができるから、

そういうものをしていったほうがいいのではないかというものがあるのならいいのですけれど

も、今の現状を見て、ましてや司書が減るという中で、あえて学校ごとのものを委員会として

要求することがどうかなと、ちょっと思ったのですけれどもね、その辺どうですか。  
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○委員長（及川 保君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 今までの話を聞いて、逆に今までが、悪いけれども整備されていなか

ったのです。今回、先ほど言った国の補助をもらったり、専門の司書を置いたことによって、

学校図書館の基礎というか、あるべき姿がまずできたということなのですよ。それに、今斎藤

委員がお話しされたように、本来僕は学校で独自にどういう方向で、社台なら社台らしさをそ

れをベースにしてやるべきだと思うのですよ。そういうことをできたよと、これから学校もあ

る程度特色を出すように努力をしなければいけない。おんぶに抱っこではだめだということ。  

○委員長（及川 保君） いや、斎藤委員の言われた部分については、今まではほとんど放置

に近い状況にあった学校図書館を、専門司書を置いたお陰で、ようやく今それなりの整備がで

き上がったと。今、前田委員が言われたとおりで、ここから学校がどういうふうにかかわって、

斎藤委員がおっしゃったような独自なものに持っていけるかどうかが問われるのでしょうけれ

どもね。そういう形でよろしいのではないですか。吉田委員。  

○委員（吉田和子君） そうであれば、私は学校の努力で図書ボランティアを充実させて、そ

れと連携してやっていかなければだめだと思いますよ。学校にそれをやりなさいと言っても、

今の先生方はアップアップなのですから、できないのですから、そういうことを言っていたら

また元に戻りますよ。だから、学校図書教諭というのは、これは委員会と別項目で意見書を出

すなりするべきだと思うのです。図書教諭のあり方、そういうことを言っていくのであれば、

もっと時間を持てる、専門性を持って時間を持てるような配置をするべきだということは、今

回たまたま委員会でそういうことをやったわけですから、そういう中で道の教育委員会なり国

なりに、やはりそういう配置をしたことの効果が出せるように、配置された先生もそういう資

格を持って、配置義務がなくても、「あなた図書教諭の資格を持っているから、図書のほうをや

って。」と言われても時間がなくてはできないわけですから、それに学校図書司書と、それから

一番重要なのは地域ネットワークと言っていましたよね。ボランティアをいかにうまく使って、

今の状況を維持させながらその学校らしい個性を出してもらいたいと言っていったほうがいい

ような気がするのですけれども。  

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そういう手法もあるのはわかった上で、今ボランティアの話はまった

く出ていなかったからね、いいのだけれども、そういう個性を出していく、将来的にそういう

ものを目指さないと、みんな同じになってしまうよと。そういう先生方の環境も悪いですよと。

その上に立って個性を出すために、ではどうするかと問われたときに、司書を増員させるとい

うものも一つあるだろうと思うのですよね。それからボランティアも育成していくのも一つだ

と思います。それから、学校の中で先生方が、担当者任せではなくてそういう体制をつくると

いうことが一つ。それから、子どもたちをそのように育成していくということも一つ。いろい

ろな手法があると思うのですよ。  

 それ、どれをやりなさいということにはならないので、そういうものも交えながら、そうい

うことも今ボランティアの中で話が出てくると思うのです。ボランティアのよさというものも
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我々見てきているわけだから、だからそういう育成もこれからやっていくべきだと、もっと発

展させるべきだということも含めて、そういうふうに見ていいのではないですか。  

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そういうことを項目上げて、さらにそういった学校の個性あるそれぞ

れの特徴を生かしたものが取り入れられるような方向性で進んでもらいたいというふうに。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 学校をずっと見て歩いて、司書の山下さんのかかわりが、かなり

大きいということはわかっております。いずれにしても今は準備段階ということで、着々と進

んでいるわけです。同じ人がやるから同じものだと言いますけれども、学校は全部違うのです

よね。生徒も違うし地域も違うわけですから、決して同じものにはならないと。これから全部、

そういう形で地域がつくり上げていくのではないかと。このように思っております。ですから

ボランティアさんとか、もちろん先生も入れてやっていくことが重要なことだと思います。余

り要望ばかりしてもなかなかうまくいかないので、ある、限られた人材の中でやるには、そう

いうことかなと、このように思っています。  

○委員長（及川 保君） 司書の役割は非常に大きなものがあるというのはこの委員会で、き

ちんとやりましょうというのは皆さん同じですよね。ところが、来年度から大変な状況にある

というのは目に見えていることですから、このあたりを議会として、今言われたことも含めて、

何点か分けて入れてあげるべきだなと思うのですよ。羅列するだけではなくてね。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 議会ですから、体制を考えて体制の中でどういうふうにすべきかなど

という物の考え方はすべきではないわけでしょう。やはり直すところを直してほしいとドンと

ぶつけていかなければ直っていかないわけだから、そういう意味でいうと司書がこれだけ大事

だということがわかれば、司書がやってきた役割というのをきちんと描き出して、これだけ大

事な司書を減らすことはまかりならんと。何とか新たな配置を考えてほしいということが一つ。 

それからもう一つわかったことは、学校に司書を置けといっても、兼務であっては使いもの

にならないということがよくわかったと思うのですよね。司書教諭がないところでは総務の司

書担当の先生が配置されるわけだけれども、知識がないといいながら学校関係の中で、どうや

ったら図書をみんなが読んでくれるようになるかと言ったら、いろいろな知恵というのが出て

くるのですよ。だから、資格を持っているかどうかより、本当に図書室に通いながらやってく

れるだけの余裕のある者を、いかに置くかということになると。やはり専門の司書というもの

を置く必要がないか。国の方針というのは、12 学級以上に司書を置けといいながら、全部兼務

なわけでしょう。兼務の司書をいくら置いてもだめだということがわかったわけだね。そうす

ると司書を置くには専任の司書を配置せよということが、要求の一つの大きな柱になるのでは

ないのかということです。大きな学校には専任の司書を置いて、小さなところにはどこかの司

書が複数もって指導に歩くというようになっていけば、全部が賄われていくわけでしょう。そ

う考えるべきではないかと思うのだけれども。 

○委員長（及川 保君） それは教諭に求めるわけですか。  
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○事務局長（上坊寺博之君） 委員会報告できないですよ。地方自治体の部分ではないですか

ら、所管外になってしまう。  

○委員（吉田和子君） 斎藤委員が言われたことを、私が言ったように意見書として出すとか、

図書司書を 12 学級以上のところには１人と義務づけるのはおかしいと。全学校に学校図書館が

ある限りは、全学校に図書教諭を配置すべきではないかということと、それから兼務ではなく

て専任に、そのことに時間が取れる、そういった方向性を持つべきではないかということは、

これは教育委員会に言ってもしようがないでしょう。これは道の教育委員会か、それとも国の

文科省に言っていかなければだめなことだと思うのですよ。それは別立てで委員会として、意

見書として議会に出してもらうと。そういう形にするべきだと思うのですよ。問題としては。 

 それともう一点つけ足せば、さっき言ったように、推進事業の２年間で、予算をいくらつけ

てやりなさいと言ったことを途中で変えるなと。１年で次はつけないよと言って、３回交渉し

てようやく半分つけてもらったって、自治体をいじめているようなものだよね。私は学校図書

館のあり方についてのことで、意見書としてそういった項目を入れて出すべきかなというふう

に思う。それは町に言ってもしようがないですし、やるべきかなと思いますけれども。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３２分  

                                         

再開 午後 ３時４２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。 

今、皆さんいろいろと出されておりますけれども、国の責任の部分と町が今後果たしていか

なければいけない責任の部分と、きちんと区分けしなければいけないというふうに私は思いま

すので、このあたりを十分判断しながら、皆さんが出されている意見を取りまとめていきたい

なというふうに思います。そのほかございませんか。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。学校図書の整備率の関係なのですが、交付税に対しての利

用金額が白老も低いですよね。これの目標を達成をしている市町村は、そこの首長に執念があ

るかどうかだと言われているのですよ。それがないなどということではなくて、言葉を変えて

きちんと学校図書館の目標として、整備率をどこまで持っていくのだと。そういった目標を明

確にすべきだと思うのです。必要度を調査して支援事業があるうちにパスファインダーを作成

すると。そしてその学校に必要な本をそろえることを考えると言っていましたけれども、やは

り必要な冊数が、基準がある以上はそれも守らなければならないと思うのですよ。そういった

意味で執念を燃やして、交付税の割合の中で図書費というのは、整備率が低いわけですからし

っかり確保すべきだと、入れたほうがいいとと思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員の意見と一緒に絡めていいですね。  

○委員（吉田和子君） そうしていただいたらいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 気がついたことなのですけれども、実は学校図書館の入口は、防
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災とかの関係で、確か２カ所必要なはずなのですよね。白中は２カ所あるけれど、１カ所に書

架だとかテーブルとかあって出入りできないのですよ。ですから、あの辺を整備してもらう。  

○委員長（及川 保君） ちょっと待ってください。２カ所は、今わかるのだけれども、１カ

所は入口をつぶしていたの。どうするかな、これは委員会に直接言ったほうがいいか、ここで

指摘するか。どうするかな。斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） それと合わせれば、今の竹浦だって廊下を使っているわけでしょう。

奥に理科室があるわけでしょう。ということになると、学校の廊下は何メートルなければなら

ないと決まっているわけだから。それを狭めているわけだから。図書室が一番奥だというのな

ら、まだ許せるけれども。そういうことからいうと、廊下に物を置くというのは違法だからね。  

○委員長（及川 保君） 要するに場所がないのです。あそこは空き教室がないのです。とい

う説明を受けていましてね。前田委員。  

○委員（前田博之君） 報告として、各学校の図書部分をつくって、斎藤委員が言ったことは、

学校とか教育委員会の事情は別にして、事実なのだから、やはりそれをやってある意味考える

べきだと私は思いますよ。 

○委員長（及川 保君） まず、２カ所の出入り口は確保すべきだと。  

それからもう一つ、竹小の廊下の利用は避難経路としての安全性を確保できない。  

○委員（前田博之君） あえて言えば、社台小と虎杖小も、オープンスペースで図書館が制約

されているので創意工夫が必要だということだよ。それによって蔵書が頭打ちになっている。  

○委員（斎藤征信君） 虎杖小は図書館ではないですよ、図書コーナーです。学校図書館の目

的からいったら、あれは違うと思うのです。  

○委員長（及川 保君） 学校の関係でいいですか。コンピューター室というのもありますけ

れども。 

○委員（斎藤征信君） あれも問題だよ。広い中の一部分に視聴覚として機械があって、こち

ら側で読めるのならいいのさ、同時に使えるということで。ところが、あれ全部占領している

わけでしょう。本があるだけでしょう。あれだととってもじゃない・・・。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） されで、さっき環境整備ということで、調べ学習ができたり、本がゆ

っくり読めたりするような環境整備をするべきだと・・・。 

先ほどの、意見書を９月の定例会に出せればいいなと思います。それと、今回 10 校の学校視

察をさせていただきました。夏休みの中、校長先生、教頭先生に出ていただいて、質問したり

お話しをさせていただきましたので、委員会報告をしたときに、議会としてこういった皆さん

とお話しをしてとらえて、こういった報告をさせていただきましたということをお送りすべき

かなと。出しましたということで、一緒につくって出せればいいなと思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね、礼状ね。前田委員。 

○委員（前田博之君） 皆さん、議論してほしいのですけれども、ずっと学校図書館も町立の

図書館も歩いてきまして、町立図書館でいうと、図書館のサービスを担うのは資料とか、図書・
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蔵書、人、設備だと思います。その中で人のことをいうと、従来から白老町は図書館長は、社

会教育課長が兼務しているのですよ。そういうことで、図書館サービスが多様化していく中で、

専門的知識を持った職員の継続的な配置が望まれると。そして、図書館長及び図書サービスの

中核となる職員を計画的に育てて、質の高いサービスを提供し続ける計画性が必要ではなかろ

うかということを、私は指摘しておきたいと思います。やはり今までを見たら人なのですよ。

そういう、今吉田委員も話しましたけれども、トップの人はそういう社会教育に対する理念を

持って、こういった部分はきちんとしていくべきだと思います。今言ったのは、テープに入っ

ていると思いますので、もしよろしければ使っていただきたいと。 

○委員長（及川 保君） 基本的に私も、それは反対するものではなくて、それが本来の姿だ

と思います。どうですか皆さん、意見お伺いしたいと思います。基本的にはまったくそのとお

りだと思います。この総務の委員会で、その部分を入れるかどうかね。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そういう議論になってくると、私はどちらかというと指定管理とか、

図書館は司書中心に動いていると思うのですよ。館長さんがいて司書さんがいるというのは、

さっき、学校司書の関係も、結局は学校司書は回って歩いて必要だとか、こういうことですよ

と課長に言うけれど、課長は課長の判断で、予算がないだとかそういうふうに判断してしまう

わけでしょう。司書の考えというのは、図書の必要性、子どもに対して、お金をかけて図書を

そろえるのですよ。だけどそれが活用できる方法、そして子どもたちに宝をどうやって利用で

きるかということを司書は考えてやっているのですけれども、その上に立つ課長が資格がない

からだめだということではないのですけれども、でも専門ではないから、これは予算の関係で

と切ってしまうことがありますよね。切らざるを得ないのですけれども、その基本的な考え方

がきちんとかみ合うのかどうなのかなと思うのですよ。  

 そういうことからいうと、私は将来的には指定管理かＮＰＯをとった司書さん方に、図書館

の運営のあり方を任せるとか、ただ、今回委員会でそのことを担当課と何も議論をしていない

でしょう。これでやったことで報告で出していいのかどうかと思ったのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 私もちょっと自信がないものだから。斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 私も決まりの中で資格を持った人がすべてに当たっていれば、その分

野は成長するというか、発展するということはよくわかるのだけれども、課長が資格を持って

いなくても中に司書がいれば、それでやっていけると。あとは内部努力でそれを維持させるか

どうかの問題ですよね。これ、図書に限らずあらゆるものがそういえるわけでしょう。それで

あったら、あらゆる部面でその専門的な知識をもった者がトップにいなければならないという

ことになってしまうと、これかなり難しいかなと。  

 だから、誰も司書がいなかったというのなら、これは問題になるけれども、そういう法の中

で活躍している司書がいるのであれば、その人の言い分が正しいのか、それを切った課長の言

い分が正しいのか、それはそのときの政治判断というのも混ざってくるわけだから、これはし

ようがないかなという感じはするのですよ。  

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。  
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○委員（前田博之君） 一つの議論ですから。ただ、うちは社会教育課長と兼務しているのだ

けれども、本来、図書館の使命からいくと、きちんと図書館長がいるという言い方なのです。

やり方が、今みんなが議論しているように、そういうものがあるわけです。そうすると、これ

から、今のこういう時代の中でいけば必要ではないかということを言っているだけですから。  

○委員（斎藤征信君） 図書館長というのは、やはり別にいるべきだよね。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 図書館長を、司書の資格のある人がやればいいなという希望も含めて

なのですけれども、そうなればいろいろな手法があるわけですから、今回まとめでそれを出す

ということは、将来の図書館のあり方については、今後方法を見出しながら進めていくべきで

はないかとか、何かそのような、ちょっと濁した言い方でもいいのではないかという気がする

のですけれども。  

 そして、今後一般質問なり何なりして、個々の考えでまた質問していきながら、こういった

考えもあるべきなのかと個々の、委員会としてまとめて出すということになると一致しないと

なかなか出せないこともあるので、その辺がちょっと、議論もしていないし。  

○委員長（及川 保君） 案を私がつくりますので、後でまた皆さん、判断してもらえますか。

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 余計なことを言いますけれども、学校そのものが読書に対して、親も

含めて読み聞かせをしたり、朝の読書の時間を構成したり、それから図書の整理、本当に見違

えるほどよくなった。あれも学校の力というのが非常に大きいと思うので、学校がそういうも

のに最大の努力を払っているという評価をきちんとすべきだと。カリキュラムまでつくって図

書館指導までやっていると。そういう部分を高く評価してやるべきだろうと。これまでつくっ

て指導する時間というのは保証されていないのですよ。その中で、だからこれは特殊なのです。 

○委員長（及川 保君） はい、本間委員。 

○委員（本間広朗君） 学校図書支援センターの予算が、500 万円が 250 万円になって、一般

財源から 120 万円拠出。これずっと３人、この金額でかわらないということですか。250 万円

が国から出て、120 万円町から出て、３人体制はかわらないと。それならいいです。 

○委員長（及川 保君） ことしいっぱいですよ。 

○委員（本間広朗君） 今後なくなったらどうなるかというのもやはり確認したい。 

○委員長（及川 保君） 町はどういう対応をするかわからないけれども、議会としては厳し

い財政状況ではあるけれども、何とかこの部分を配慮してほしいという部分は述べたいと思い

ます。この財政状況もきちんと入れておかないと、単に「やれやれ。やれやれ。」と言うだけで

はやはり非常に厳しい部分もありますので。しかし、子どもたちの将来のことを考えると学校

図書館というのは非常に大きな、重要な位置を占めているという部分は具体的に入れたいなと、

このように思います。よろしいでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） 手っ取り早いのは、17 年、図書教諭の配置のとき関連者がよこ
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している資料を取り寄せたほうが早いと。教育委員会で類似のものがあるかどうか取り寄せて

から、もう一回議論をしなければだめだと思います。 

○委員長（及川 保君） いずれにしても９月にやらないと意味がないから、それに合わせて

意見書を出さないと意味がないのですよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただですね、意見書を出すということになれば、意見書のほう

が先に出てくるのです。多分議案案件だと報告前に、意見書のほうが先だから。報告書につけ

るものではないですからね。別々なものですから、意見書が先に採択されて、最終日に報告書

だから。本当は、やり方としては委員会報告をして、その後に意見書を出すというのが正規の

やり方です。調べた結果として意見書を出すのだから、意見書が先に出て委員会報告でなく。

今、通年だから９月にやられるということではなくて、別に次に開かれたときに出せばいいの

だから。 

○委員（前田博之君） 本来は委員会報告をして、委員会の中でこういう問題があったから次

に出しますと。やはり委員会活動が充実したということになるから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に委員会が提出できるので、委員会が意見書を上げたと

いうことになるからわからないわけではないけれど、全体的には意見書が出た後に委員会報告

という形に。多分、今回ので、財政の問題で当然条例案が出てくるからあると思います。委員

会がなくなるからそれぞれの委員会に付託するわけです。ここにある税条例だってそうでしょ

う。多分下水道とか、国保税は向こうの委員会に付託されるので、連合審査を置くので、それ

ぞれ一括で議論するか、やり方いろいろあるけれど、それもまとまれば委員会報告するのだし、

だからこれと合わせてやってもいいのではないかと思います。多分、今まで財政の問題もこれ

だけ議論しているから、付託されても３カ月も置くということになるかどうか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時０４分  

                                         

再開 午後 ４時０７分  

◎閉会の宣告 
○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

長時間にわたって、７月 31 日、そして昨日、きょうと３日間にわたっての学校図書館、それ

から町立図書館の現状を調査していますが、これで終了いたしました。何とか皆さんのご協力

で終えることができましたことをお礼申し上げて、本日の会議はこれで終了いたしたいと思い

ます。ご苦労さまでした。 

（午後 ４時０８分） 


