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大津市子ども読書活動推進計画（第四次）（案）に対する意見と本市の考え方 
 

１ 意見募集の結果 

 （１）意見募集期間  令和４年１月４日（火）～令和４年１月２４日（月） 

 （２）意見提出者   ３人 

 （３）意見総数    １０件 

２ 意見と本市の考え方 

 該当箇所 意   見 本市の考え方 

1 － 計画書全般 図・表に連番を付けてはどうか。出典と説明が図表の上下に分離しているのもわかりにく

い。また、凡例が上の場合や下の場合など、見にくいのも改善を希望する。 

ご意見のとおり、図・表については、上部にタイトル及

び通し番号を記載します。 

2 P.8 (3)情報化社

会の進展 

「人口知能」は「人工知能」と訂正する。 

「Ｉｏｔ」は「ＩｏＴ」と訂正する。 

Society5.0 は「日本が目指すべき未来社会の姿」などとした方がよい。Soiety4.0 は情報

社会だったので「新たな社会」と記述されたと想像するが、推敲を求めます。 

 

ご意見のとおり、「人工知能」と「ＩｏＴ」に修正しま

す。 

一方、「Society5.0」については、原案のとおりとし、

注釈を追記します。（「Society5.0」：「狩猟社会」「農耕社

会」「工業社会」「情報社会」に続く、人類史上５番目の

新しい社会。「フィジカル空間（現実空間）」と「サイバ

ー空間（仮想空間）」とを融合させたシステムにより、

経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社

会。） 

3 P.10 ②地域におけ

る取り組みの

成果と課題 

コロナ禍の中 丁寧な各種の調査をされたことに感動する。 

その中で 10 項からの「②地域における取り組みの成果と課題」における課題分析は特に

学校教育の現場からは知りえないことが多く、本計画の推進を大いに期待する。 

特に電子図書の導入や郵送での貸し出しサービスなどについては すでに導入した図書

や設備の高頻度での活用である。子どものために継続することを希望する。 

現在 障害者手帳保有等の条件以外は郵送での貸し出しが不可のはずだが コロナ禍で

の取り組みとして感謝する。 

 

 

ご意見として承ります。 

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況においても、

市民の皆様や子どもたちが利用しやすい環境整備を進

めてまいりました。引き続き本計画に基づいて、子ども

の読書活動の推進を行っていきます。 
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 該当箇所 意   見 本市の考え方 

4 P.12 ②地域におけ

る取り組みの

成果と課題 

「・・・所要時間が短いほど「利用したことがある」の割合が高くなっています。」 

子どもが放課後や休日に歩いて行ける範囲に図書館などの図書施設を市内各地に設ける

必要があります。子ども読書機会について、地域間格差が歴然。少なくとも、以前あった

市立図書館 10 館構想を再度、計画してもらいたい。特に、若年人口増加地域で図書館の

ない地域には、早急に図書館を用意してもらいたい。 

ご意見として承ります。 

なお、市立図書館は４館設置のほか、移動図書館を２週

間に１回４７箇所に巡回し、市内全域サービス網の整備

に努めております。 

一方で、図書館だけでなく、学校図書館や公民館などに

おいても放課後等の子どもの読書機会の場として活用

できないか検討してまいります。（P.28 放課後等の子

どもの居場所づくり） 

5 P.12 ③幼稚園・保

育園、学校等

における取り

組みの成果と

課題 

学校図書館蔵書数についての意見である。 

12 項に「学校図書館蔵書冊数については、徐々に増加しているものの、学校図書館図書標

準 2 に定める蔵書冊数割合を達成できている学校が小学校で 13 校、中学校で 0 校…」と

ある。大津市内には 37 の小学校があるが蔵書冊数割合を達成できていないのは、小規模

校ではないか。 

達成の有無に拘らず小規模校での適正な蔵書数となるように配慮することを提案する。 

ご意見として承ります。 

学校図書館図書標準は学校規模（学級数）に応じた整備

目標ですが、達成率に拘わることなく、図書の質的な充

実を重視しながら、どの規模の学校においても、適正な

蔵書数となるよう努めてまいります。 

6 P.12 

 

 

 

 

 

 

 

P.35 

③幼稚園・保

育園、学校等

における取り

組みの成果と

課題 

 

 

 

指標 No.5「学

校 司 書 の 配

置」 

学校司書についての意見である。 

12 項に「学校司書については、小学校、中学校あわせて 12 校配置していますが、1 人の

学校司書が複数校を担当していることから、引き続き人材の確保、充実が必要です」とあ

る。 

大津市内の 37 の小学校の中で司書の配置がない学校への対応として①市立図書館の司書

などの有資格者の対応（退職教員等を含む）②学校毎や月次での巡回については 各学校

の規模・事情などを踏まえて柔軟な対応に期待する。また 全学校への司書配置の実現ま

でには Society5.0 での新たな手法にも期待する。 

なお 35 項の「基本方針１ 子どもの発達段階に応じた読書活動を推進します」No.5 の

「学校司書の配置」のＲ８年度の目標値は現在の予算からみてかなり積極的な数値だと理

解するが 重ねて司書の配置のない学校への多様な対応をお願いする。 

 
 

ご意見として承ります。 

学校司書の増員とあわせ、学校司書の配置がない学校に

ついても、ボランティアとの連携など多様な対応を検討

してまいります。 
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 該当箇所 意   見 本市の考え方 

7 P.12 ③幼稚園・保

育園、学校等

における取り

組みの成果と

課題 

学校司書についての意見（その２）である。 

12項に「学校司書については、小学校、中学校あわせて12校配置していますが、1人と学

校司書が複数校を担当していることから、引き続き人材の確保、充実が必要です」とある。 

司書が配置されていない各学校での先生方の司書関連業務の軽減について 言及しては

どうか。各学校でのボランティアさんのご努力で成り立っている作業についての支援が必

要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見として承ります。 

ボランティアを対象とした研修会を実施し(P.28)、更な

るボランティア・学校・行政が連携して取り組みが進め

られる体制づくりを進めてまいります。 
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 該当箇所 意   見 本市の考え方 

8 P.22 

 

 

 

 

P.26 

(2) 乳 幼 児 期 

【主な取組】

④読書習慣の

形成 

 

(1)家庭 

【主な取組】

①保護者への

読 書 の 大 切

さ、意義につ

いての啓発、

情報提供 

保育園勤務、地域の子育て支援、読み聞かせボランティアに携わり絵本について学び、絵本のある暮

らしを妊娠中より 10 年間行ってきた経験より、意見をお伝えします。 

ぜひとも新規検討中の「ブックスタート事業」を、大津市にも導入していただきたいと思います。 

すでにされている絵本ガイドの配布や、啓発も大切なことだと思いますが、絵本の読み聞かせの定着

には「実際に絵本を人に読んでもらう体験をすること（親も共に）」「いつでも読めるよう絵本が手元

にあること」も重要だと考えます。大津市はすでに乳児検診や全戸訪問をされていますので、ぜひ、

その機会を生かし、絵本を読んで手渡すとともに、"大津市の全てのお母さんと赤ちゃん”へ「生んで

くれてありがとう。生まれてくれてありがとう。みんなで育てていこうね。」というメッセージをお

伝えしていただきたいと思います。これは自治体からしかできないことです。 

読み聞かせの「効果」というものはなかなか数値で表せないものではありますが、自治体の事業とし

て「費用」対「効果」は重要なことだと思います。実際どの程度活用され効果のあるものなのか、と

いうデータからの推測も NPO ブックスタート（自治体のブックスタート事業を中立的な立場でサポ

ートする非営利団体）様がまとめてくださっているので、資料として添付・寄付させていただきます。

（実際の親子の姿や、「ブックスタート実施年齢」と「家庭での読み聞かせ開始月齢」に関連性が見

られ、きっかけとなっている傾向や、アンケートから「赤ちゃんも絵本に関心を示すことがわかった」

92.4%、「絵本がもらえて嬉しかった」98.7%、「絵本を活用している」89.2%など） 

「ブックスタート事業は、全戸訪問や乳児検診で行うのであれば、地域との連携とも関わってくるの

で、P.28 の④にも。そして、家庭での読書の推進ともなりますので P.31 の①にも関わってくると考

えます。 

また、生まれてからでは大変なので、妊娠時期にも絵本の良さに触れられるプログラムもあればよい

のでは、と思います。（私は他市で受けたそういったプログラムがきっかけで、お腹の中から読みき

かせをしてきました。） 

コロナ禍で母親の孤立、産後うつ、家庭内虐待の増加などの問題がますます浮き彫りになってきてい

ます。「ブックスタート事業」は読書の推進のみならず、各分野が連携協力し合うため、多岐に渡り

親子を支えうる大切な事業になると考えます。 

今後、私も子ども読書推進計画の一助となれますよう大津市で活動していきたいと思っています。 

 

ご意見のとおり、「ブックスタート事業の検討」を 

基本方針 2 

（2）地域 

④子ども読書活動団体、読書ボランティア等の技術

向上と連携事業の実施 

及び 

基本方針 3 

（1）子ども読書活動の大人への理解と関心の普及 

①読書の大切さ、意義についての啓発及び家庭での

読書の推進 

の取組に追記します。 

乳児のころから絵本に触れる機会を作るには、子ども読

書活動団体などの地域との連携や家庭での取り組みも

重要ですので追記します。 
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 該当箇所 意   見 本市の考え方 

9 P.33 第５章 計画

の推進に向け

て 

２ 啓発、広

報の推進 

期間限定の啓発活動の年に数回するのではなく、毎月、課題図書や感想文コンクール、読

書会などを実施して、単に啓発だけでなく、読書習慣をつけるものにしてはどうか。 

ご意見として承ります。 

読書習慣の形成について、現在、学校では、課題図書や

感想文コンクール、読書会などの機会に、地域では、読

み聞かせ会など読書に関する催しの機会に行っており

ますが、これに加えて、「読書週間」などの機会をとら

え、読書活動についての一層の啓発に努め、読書習慣が

身につくよう子どもの読書活動を推進していきます。 

10 P.34 第 5 章 計画

の推進にむけ

て 

4 進捗管理

について 

「本計画の進捗状況については、関係各課などで構成された大津市子ども読書活動推進委

員会16において確認と評価を行い…」とある。この委員会に大いに期待する。 

この委員会を公開（配布資料・傍聴）し、公募委員の参加も可能とし、大津市の子どもの

生き生きとした成長のために効果的なＰＤＣＡをまわしてほしい。 

ご意見として承ります。 

大津市子ども読書活動推進委員会は関係所属の連携を

密にし、市全体で子ども読書活動の推進を図るための庁

内組織として構成しています。 

なお、本計画の推進にあたり、指標の進捗状況など大津

市ホームページにて情報を公開し、適宜、市民の皆さま

から意見を聴ける環境を整えるとともに、必要に応じ

て、社会教育委員に意見を求めてまいります。 

 


