
 

№ 該当箇所 
意見の要旨 

意見に対する考え方 
修正の

有無 

1 

第１章 

「子どもの読書

活動の現状と課

題」 

第２章 

「基本的方針等」 

基本的考え方と基本 

的方針に掲げられた項

目は，いずれも大切な

視点だと思う。とりわ

け，読書環境の整備・

充実が望まれる。 

この計画は，子どもたちの自主性を尊重しつつ，

図書館が中心的役割を果たし，総合的・計画的な施

策の推進を図るという基本的な考え方に基づき策定

しております。 

そして，計画に掲げる基本的方針の中でも，「子ど

もが自主的な読書に親しむ機会の提供と読書環境の

整備・充実」については，計画の柱となる部分であ

り，子どもが生涯にわたる読書習慣を身に付けるた

めに大変重要なものと考えております。計画の実施

に当たっては，この方針に基づき，施設，設備，そ

の他の諸条件の整備・充実に取り組んでまいります。 

無 

2 

 

第３章 

「子どもの自主

的な読書活動の

推進のための方

策」 

小学校の母親文庫

は，現在はどうなって

いるのか。家庭におけ

る読書が，子どもに良

い影響を与えるとの記

述も見られ，計画の中

に，母親文庫活動との

連携も位置づけたいと

思う。 

ＰＴＡ母親文庫は，学校や家庭を通して親と子が

共に読書に親しみ，親子・会員相互の読書活動によ

る文化・教養の向上や，より良い家庭づくりを目的

として開設されたものです。昭和３４年に県立図書

館がモデル校を指定する形で県内に広めたもので，

県立図書館内に文庫の連携と発展のために組織され

ていた「茨城県ＰＴＡ母親文庫運営協議会」は，平

成１２年に「茨城県読書をすすめる協議会」に発展

的に改編されました。 

本市では，現在，文庫指定があった学校等を含む

１１の小学校において，ＰＴＡ活動の中に，図書に

関する活動が位置づけられております。 

したがいまして，計画の中では，Ｐ２１の（２）

「学校等における具体的な取組」の「③家庭・地域

との連携による読書活動の推進」の内容を次のとお

り改め，ＰＴＡ活動等も含めた表現とします。 

 

 

 

 

 

 

 

有 

 

 

 

地域や保護者等を通じて，読書活動の充実を 
図り・・・ 
              

提出された意見とその意見に対する考え方 

       （内容） 
地域や保護者等によるボランティアを通して， 
読み聞かせ活動の充実を図り・・ 

  



 

№ 該当箇所 意見の要旨 意見に対する考え方 
修正の

有無 

3 

第３章 

「子どもの自主

的な読書活動の

推進のための方

策」 

公民館も児童館、図

書館もない地域の児童

に対して何ができるの

かの視点がない。学校

図書館経由で本を取り

寄せできるようにする

ことなどを考えるべ

き。 

分館のさらなる充実

や，読みたい本が，で

きるだけ早く手に入る

よう，本の配送を頻繁

に回してほしい。 

子どもの興味・関心を読書につなげるため，多様

な本を子どもの身近な環境に整備していくことは，

この計画の基本的な柱の一つであると考えていま

す。 

したがいまして，地域における子どもの読書活動

の推進と環境整備のうち，図書館の取組において，

ご指摘のような分館の整備や図書館の利用が困難な

地区へのサービスを検討することとしています。 

また，子どもが多くの時間を過ごす学校の取組と

しても，学校図書館の充実や，学校との連携のもと

での学校支援事業の実施を計画に位置づけており，

子どもの読書への興味・関心に応えられるよう，総

合的に取り組んでまいります。 

無 

4 

第３章 

「子どもの自主

的な読書活動の

推進のための方

策」 

市の児童・生徒読書

感想文コンクールは，

現在はどうなっている

か。書くということは

労苦を越えて深い認識

をもたらす。継続し，

計画の中に位置づけて

いただきたいと思う。 

市内の小・中学生が本に親しむ機会を作り，読書

の面白さ等を体験させ，豊かな人間性や考える力を

育むことを趣旨として実施している「土浦市児童・

生徒読書感想文コンクール」事業は，今年度で２８

回目を迎えました。 

この事業は，例えば「みんなにすすめたい一冊の

本推進事業」等と同様に，読書習慣の形成のための

取組の一つととらえていることから，個別の取組と

して計画の中に位置づけてはおりません。 

しかしながら，ご指摘のような，児童・生徒が読

書感想文に取り組むことの効果を踏まえて，Ｐ２１

の（２）「学校等における具体的な取組」の「①児童

生徒の読書習慣の確立」の内容部分に追記すること

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

有 

（内容） 
朝の読書活動の推進や，「みんなにすすめたい一
冊の本」事業，読み聞かせ等の継続により，日常
的な・・・ 

読み聞かせ等の継続や，朝の読書活動の推進，「み
んなにすすめたい一冊の本」事業，読書感想文コ
ンクール等への参加を通して，日常的な・・・ 
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修正の

有無 

5 

第３章 

「子どもの自主

的な読書活動の

推進のための方

策」 

中高生向け具体策が

あまりないが不読者率

をどのように減らすの

か？ヤングアダルトの

コーナーの充実や，中

高生向けの読書案内，

立ち寄りやすいような

方策等，新図書館がで

きた後の具体策をもっ

と盛り込んでほしいと

思う。 

中高生については，図書館における取組として，

青少年向け図書の充実や，市内の高校等との連携を

計画に位置づけております。また，策定した新図書

館の設計の中で，一般と児童向けの開架スペースの

間に独立した「青少年開架」スペースや，グループ

での学習に供する「グループ室」等を計画していま

す。 

したがいまして，それらの内容を包括した表現と

して，Ｐ１８の「図書館における具体的な取組」の

⑥「青少年向け図書の充実」の表記を次のとおり改

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 

6 

第４章 

「方策の実現に

向けて」 

目標値にどれだけ意

味があるか？子どもの

読書は情報の取得だけ

でなく，読む力を育む

ものでもあり，数を競

わせれば簡単な本しか

手に取らず，力は伸び

ない。 

数値目標のうち，貸出冊数等については，既に図

書館や学校図書館の活動を示す指標として，一般に

定着しているものです。また，不読者率についても，

各種の取組の全体的な成果として把握し，計画の見

直し等に反映するための客観的な指標の一つと考え

ています。 

 

無 

  （取組）        （内容） 
⑥青少年向け図書の 読書離れが顕著である世代 

充実       に対し，多様な興味・関心 
に応えられるような展示を 
継続し，さらに資料の充実 

 に努めます。 

⑥青少年向け図書の 読書離れが顕著である世代 
充実と環境整備  に対し，多様な興味・関心 

に応えられるような展示を 
 継続し，さらに資料の充実 

や環境整備に努めます。 
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修正の

有無 

7 

第４章 

「方策の実現に

向けて」 

毎年度各種施策につ

いてヒアリング等を行

うのは，大変重要であ

ると思う。どのように

行うのか，具体的な方

法も計画立案してほし

い。専門家や子どもの

読書活動にかかわる大

人との協議も必要であ

る。さらに，ヒアリン

グ等の結果は、市民に

公開してほしい。 

計画の進行管理については，ご指摘のとおり，と

ても重要であると考えます。この計画は，図書館が

推進の中心的役割を果たすため，毎年度市の関係機

関等にヒアリングを行うなどして，状況等を把握す

るよう努めてまいります。 

また，図書館では館長の諮問機関として図書館協

議会を設置しており，図書館サービスの専門家や，

子どもの読書活動にかかわる方々にも委員を委嘱し

ているところです。 

したがいまして，進行管理については，このよう

な場を活用させていただきながら進めてまいりたい

と考えます。 

また，その結果については，ホームページへの掲

載などを検討してまいります。 

無 

8 その他 

せっかく図書館が主

体の計画だから，もっ

と図書館が主体となっ

た具体的方策を計画に

入れてほしい。 

この計画は，図書館が推進の中心的役割を果たす

ものとし，総合的・計画的な施策の推進を図るもの

です。 

したがいまして，計画の中に図書館として取り組

むべき内容を示しているほか，様々な機関との連携

のもとで，図書館がその中心となり，読書活動を推

進していくことを明確にしています。 

無 

9 その他 

計画期間中に新図書

館が完成するため，新

図書館が開館すればで

きることもおりこんで

いくべきだと思う。 

新図書館整備後の個々の事業内容や取組方法につ

いては，サービス計画や運営体制と密接に関わるも

のであるため，今後検討を行ってまいります。 

 

無 

10 その他 

構成について本編の

全体をとおして重複し

ている部分があり，構

成を組み換えること

で，計画案の骨子が明

らかになるようにして

ほしい。この計画の趣

旨がより鮮明になり，

効果があると考える。 

計画の構成については，「子どもの読書活動の推進

に関する法律」の規定により国や県の計画を基本と

しながら，計画策定の背景，基本的方針に掲げる項

目とその説明，方策に掲げる取組や内容等，項目立

てや配列について，市民の皆様が理解しやすいよう

に体系化に努めたものです。 

 したがいまして，計画全体の構成につきましては原

案どおりとさせていただきますのでご理解願いま

す。 

無 



 

 

№ 意見の要旨 意見に対する考え方 

1 

ブックスタート事業は，

生後１０か月の子供とその

保護者ほぼ全員に，こちら

から働きかけることのでき

るチャンスである。職員だ

けでの対応が無理なのはよ

く解るが，どのボランティ

アに当たっても同じサービ

スが受けられるよう定期的

な研修を実施してもらいた

い。 

ブックスタート事業は，絵本を介し，親子が楽しい時間を過ごすこ

とを応援する活動です。１０か月児育児相談の機会を活用したこの事

業は，家庭への取組の第一歩としてとても重要な事業と考えており，

この計画の中でも継続事業として位置づけております。ブックスター

ト事業には，子育て支援という側面もあり，図書館職員やボランティ

アの方々が子どもの幸せを願う気持ちを共有しつつ，それぞれの立場

で関わることに意義があります。特に，ボランティアの方々には，子

育て支援の取組として，できる範囲内でのご協力をお願いしていると

ころであり，その活動に当たってこれまで以上のご負担は求められな

いことから，ご提案の研修の実施については，難しいものと考えてお

ります。 

2 

公民館図書室の充実のた

め，図書館からの啓発コー

ナーを公民館図書室に設置

するなどのこともすぐにで

きそうである。 

各地区公民館は，市民にとって身近な生涯学習の拠点施設であり，

図書室を備えた読書の拠点施設という面も兼ね備えております。この

計画にあるとおり，引き続き，公民館図書室の充実に努めながら，図

書館分館に提供している新刊案内等の図書館の情報を，公民館図書室

にも同様に提供するとともに，各地区公民館と連携し，読書関連講座

等の事業も計画してまいります。 

3 

新図書館の早期の実現と

充実を望む。 

新図書館については，土浦駅前北地区市街地再開発事業に合わせて

平成２５年度内早期の開館を目途に整備を進め，施設や資料，各種サ

ービスの充実に取り組んでまいります。 

4 

学校司書に対する研修も

公費で行えるようにしてほ

しい。児童生徒と向き合い

読書を見守っているのだか

ら。 

この計画は，市の子ども読書の推進に関する基本的な考え方や主な

取組等について示すもので，児童・生徒にとって身近な存在である学

校図書館の充実や，読書活動をサポートするための学校司書の配置に

ついては，とても重要であると考えていることから，継続の取組とし

て計画に位置づけております。 

学校司書に対する研修については，現在でも２か月に１度，研修を

実施しており，当面このような形を継続してまいりたいと考えており

ます。 

5 

司書教諭は，授業減免措

置もなく，担任を持ちなが

らで実際に学校図書館にあ

まりかかわれていないので

はないか？是非，司書教諭

の授業数減免を盛り込んで

ほしいと思う。 

司書教諭の授業時数軽減については，各学校が，それぞれの事情に

より判断することとされておりますので，この計画に位置づけること

は困難であると考えております。 

なお，計画では，引き続き学校図書館司書の配置継続による司書教

諭の負担軽減や，図書館からの学校支援等で，学校に対するフォロー

アップを行ってまいります。 

 

その他，「土浦市子ども読書活動推進計画（案）に関連して提出された意見 


