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寄せられた意見とそれに対する市の考え方 

 平成２９年４月１０日から５月９日までの３０日間，市民の皆さんから「第三次

守谷市子ども読書活動推進計画（案）」に対する意見を募集しました。 

 この期間，市民の皆さんから寄せられたご意見及びご意見に対する当市の考え方

は次のとおりです。 

 

◎「はじめに」に関して 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

意見 No.1 

はじめにの第二段落について 

数値をあげて，読書傾向が上昇している

ことを述べていますが，文章の順序が逆

の方が分かりやすいのではないでしょ

うか。また，「全ての値において読書傾

向の上昇が見て取れます。」に違和感が

あります。表現を変えてはどうでしょう

か。 
１ 

◇計画案に反映します。 

ご意見を踏まえ，『当市が「第二次守

谷市子ども読書活動推進計画（以下，「第

二次計画」という）」を策定した５年前

は，学校読書調査※1 によると，１か月

間に本を読んだ冊数の平均は，小学生が

９．９冊，中学生が３．７冊，１か月に

１冊も読まなかった子どもの割合は，小

学生６％，中学生１６％でした。平成２

８年６月の同調査によると，１か月間に

本を読んだ冊数の平均は，小学生が１

１．４冊，中学生が４．２冊。また，１

か月に１冊も読まなかった子どもの割

合は，小学生４．０％，中学生１５．４％

となりました。今回実施したアンケート

の結果からも同様の傾向が見られ，子ど

もの読書活動が改善されていることが

見て取れます。』に修正します。 

 

◎第１章に関して 

意見 No.2 

Ｐ4の（7）定期的に開催しているお話

し会は年間約 100回・・とありますが，

Ｐ3 の・・おはなし会や読み聞かせを定

期的に・・の活動内容及び回数と整合さ

れているのでしょうか？ 

 １ 

◇計画案に反映します 

Ｐ4の（7）の約 100回とＰ3の回数と

の整合性はありますが，実績値に改め，

本文を次のように修正します。また，今

後も図書館，地域，学校においてのおは

なし会の実施状況を調査し，子ども読書

推進会議において報告します。 

【修正前】 

定期的に開催しているおはなし会は年

間約 100回， 

【修正後】 

定期的に開催したおはなし会は年間

126回（平成 27年度実績） 
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意見 No.3 

Ｐ4（7）図書館を日常的に利用してい

ない市民にも・・の「市民」を，「保護

者や子ども」にも・・に変更してはどう

でしょうか。 

 

 

 

 

１ 

◇原案どおりとします。 

図書館の行事や企画は，子ども読書活

動推進を目的としたものだけではなく，

広く市民を対象としたものであるため，

原案どおりとします。一人でも多くの市

民が図書館を身近に感じていただくこ

とにより，子ども読書活動がより一層推

進されることにつながるものと思って

おります。 

意見 No.4 

Ｐ4（12）学校図書館関係者を対象と

した研修会とありますが，主催者やどん

な研修会か少し説明を入れると分かり

やすいと思います。 １ 

◇計画案に反映します。 

【修正前】 

学校図書館関係者を対象とした研修

会に参加しました。 

【修正後】 

茨城県図書館協会が主催する研修会

「アクティブラーニングを支える公共

図書館と学校図書館の連携」に参加しま

した。 

意見 No.5 

Ｐ4【課題】・・ボランティアの育成と

支援を常に心掛けながら・・「心掛ける」

とは「いつも忘れずにいる」意味。市民

の立場からは，行政計画で表記された内

容とは，公務として実際に取り組む業務

と理解します。忘れずにいる心掛けでは

なく，目に見える具体的な取組を期待し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

◇計画案に反映します 

ご意見を踏まえ，Ｐ4 の本文を次のよ

うに修正します。また，ボランティアの

育成と支援については，指定管理者の取

組状況について注視し，適宜指導を行い

ます。 

【修正前】 

図書館は，自らの活動とともにボラン

ティアの育成と支援を常に心掛けなが

ら，協働の活動を継続する必要がありま

す。 

【修正後】 

図書館は，自らの活動とともにボラン

ティアの育成と支援に努め，協働の活動

を継続する必要があります。 

意見 No.6 

Ｐ5（4）・・既存の書店が連携に積極

的ではない・・連携・協働とはオールメ

リットが原則である事はご承知のとお

りです。市は書店にメリットとなるよう

な具体的取組を提案し，働きかけたにも

かかわらず書店が積極的になれなかっ

たのでしょうか？単に書店が理解不足

だったのでしょうか？ 

 

 

 

 

１ 

◇計画案に反映します 

ご指摘内容にある，書店への連携の働

きかけが不十分だったことを反省し，Ｐ

5の本文を次のように修正します。 

【修正前】 

市内の書店閉鎖や既存の書店が連携

に積極的ではないことにより，連携を図

ることができませんでした。 

【修正後】 
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 市内の書店閉鎖等もあり，書店との十

分な連携を図ることができませんでし

た。 

意見 No.7 

Ｐ6 2 行目，「図書館，児童センター

等でのおはなし会の実施とともに，後進

の…大きく貢献しています。」この部分

は特定のグループの評価のみではなく，

全てのおはなし会のグループが，それぞ

れ特色を持った活動をしていることを

評価するような内容を記載され，今後そ

れらのボランティア活動の支援や協働

の取組を推進されること等を示される

ことが重要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

◇計画案に反映します 

ご意見を踏まえ，Ｐ６の本文を次のよ

うに修正します。 

【修正前】 

後進の指導やボランティア育成とい

う視点での活動も行う団体であり，子ど

もの読書推進に大きく貢献しています。 

【修正後】 

後進の指導やボランティア育成とい

う視点での活動も行う団体です。お話ま

つぼっくり以外にも，７団体が図書館お

はなしボランティアとして登録してい

ただいています。各グループが研鑽を積

みながら，それぞれの特色を生かしたお

はなし会を開催し，子どもの読書活動推

進に大きく貢献しています。 

意見 No.8 

Ｐ6の最後に，・・市内のあらゆる場に

おいて高い水準の読書環境が整った環

境・・と評価・判断された数値・指標な

どの客観的評価資料等をお示しいただ

きたい。 

また，第二次計画の行動目標，「目標

値」の達成度を数値に基づき評価された

内容等は資料編に添付されるか，或い

は，該当する項目のページに添付される

と市民が理解しやすいと考えます。 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

             

◇計画案に反映します 

ご意見を踏まえ，「第二次計画行動目

標実績」をＰ7～8（第二次計画の成果と

課題のページ）に追加します。 

 

 

◎第２章に関して 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

意見 No.9 

Ｐ7〔2〕家庭，地域，学校における読

書活動の充実の最終段落内容に・・読書

活動を支える人材の継続的育成に努め

ます。との表記ですが，「育成並びに支

援に継続的に取り組む」事が必要不可欠

です。 

１ 

◇計画案に反映します 

ご意見を踏まえ，Ｐ７の本文を次のよ

うに修正します。 

【修正前】 

読書活動を支える人材の継続的育成

に努めます。 

【修正後】 

読書活動を支える人材の育成と支援

に継続的に取り組みます。 
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◎第３章に関して 

意見 No.10 

Ｐ9（2）②学校図書館奉仕員の勤務体

制の継続と研修について 

日数・時間など勤務体制を維持するの

ではなく，Ｐ14 中学校：週 3 日，1 日

3.5 時間を週 5 日，1 日 4 時間の目標値

にしてほしい。 

 

２ 

◇原案どおりとします。 

学校図書館を生かした授業づくりを

目指すために，毎日学校図書館を開室す

ることが重要なことは十分認識してお

ります。アンケート結果で，調べ学習で

図書室を訪れたことがあると回答して

いる生徒は 37.4%，学校図書館に行かな

かった理由として，「読みたい本がない」

という回答をした生徒は 53.5%となって

いることから，授業で活用できる図書の

収集を優先させた学校図書館の蔵書と，

生徒が読みたい本のギャップが学校図

書館の利用状況に表れているようです。

学習や部活動が忙しく自由な時間の少

ない生徒達にとって，魅力ある学校図書

館とはどういうものかということを学

校現場とともに考えていく必要があり

ます。今後も教職員や学校図書館奉仕員

の意見を聞きながら，勤務体制について

も検討していきます。 

 

◎「資料編」に関して 

意見 No.11 

Ｐ40問 4「あなたのお子さんはご家庭

でどのくらい本を読んでもらっていま

すか？」のアンケート結果で，小 2では

月 1～2 回以下，ほとんどしていないを

合わせると，60％となっています。この

ことは，「もう小学生なんだから自分で

読めるでしょ」というようなことで，家

庭での読み聞かせが減っていると想像

しました。 

 小学校低学年ではまだまだ家庭での

読み聞かせが大切であると思います。若

いお母さん方への呼びかけが何らかの

形でできたらと考えます。 

１ 

◇今後の参考とします。 

比較的若い世代の保護者は，電子媒体

の利用も多いと思われ，子どもに本を読

んであげるという行為が必ずしも日常

的ではないのかもしれません。反面ブッ

クスタートをきっかけに，「もらった本

を活用した」「おはなし会に参加するよ

うになった」など読み聞かせの大切さを

実感していただいている方もいます。こ

れらの状況を踏まえた上で，子育て世代

の保護者に対して，子どもとともに本を

楽しむ時間の大切さを伝えていくよう

努めます。 
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意見 No.12 

アンケート結果の取扱いについて 

本計画に関係深い項目のみ抜粋で掲

載してはいかがでしょうか。Ｐ50～市内

施設のアンケート調査結果について詳

細に記述していますが，不要ではないで

しょうか。 

１ 

◇原案どおりとします。 

貴重なご意見ありがとうございます。 

今回は，原案どおり全ての結果を掲載

させていただきます。 

意見 No.13 

Ｐ63～Ｐ64 「子どもたちの読書活動

の推進についてご意見があればお聞か

せください」の回答について 

№19 児童センターにおいて，幼，保，

小・中学校での取組が伝わってくると読

書に関する企画を立てやすいとありま

すが，児童センターが指定管理の運営と

はいえ，管轄は守谷市です。市が主導し

て，指定管理者と連携，協働して推進す

る必要があると考えます。 

№22 小学校児童クラブにおいて，各

学校とも外部からの読み聞かせを希望

している所が多いように見受けました。

守谷市内にはたくさんの読み聞かせボ

ランティアグループがあるので，それら

の情報を各児童クラブの指導員に周知

し，児童クラブから依頼されるよう指導

されてはいかがかと考えます。 

１ 

◇今後の参考とします。 

読書の取組が伝わっていないとのご

指摘について，市役所の関係部所との更

なる連携強化に努めるとともに，第三次

計画策定後は，計画への取組について関

係施設に対して説明を行います。また，

児童クラブ等への出張おはなし会につ

いては，お話ボランティアの協力を得な

がら支援体制を強化します。 

意見 No.14 

Ｐ75司書教諭の現状と課題について 

ほぼ全ての学校で先生（司書教諭）と学

校図書館奉仕員との打合せ時間がない

と訴えておられます。このことに関して

は，先生方が忙しすぎる現状があり解決

は困難かとも思われますが，学校図書館

が有効活用される（単に読書を薦めるた

めでなく，教師が問題を投げかけ，生徒

が調べ，考える等）ためにも，校長先生

をはじめ諸先生方に図書館の役割やそ

の大切さを伝えていくことが必要と考

えます。 

 そして，司書教諭と奉仕員さんが緊密

に協力できていくことで学校図書館が

より一層充実していくことを願ってい

１ 

◇今後の参考とします。 

学校に対するアンケートの回答にお

いて，司書教諭が図書業務に従事できる

時間は，１週間に１時間以下となってい

ます。このような中，各学校が工夫しな

がら司書教諭と学校図書館奉仕員が連

絡を取り合っているところです。司書教

諭の業務の一部を学校図書館奉仕員が

担うことなどを検討し，必要な研修等を

含めて学校図書館奉仕員の資質向上を

図ります。また，学校長会や教職員の学

校図書館部会研修会等において，学校図

書館の役割や有効活用等について伝え

ていくよう努めます。 
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ます。 

意見 No.15 

用語解説について 

Ｐ10 司書教諭※13 は，Ｐ2※4 と重

複。Ｐ11 ブックスタート※15 は，Ｐ3

に既出しています。番号や記載順の再点

検が必要ではないでしょうか。 

１ 

◇計画案に反映します。 

ご指摘のとおり誤りがあったため，次

のように修正します。 

※15ブックスタートを※6に変更しま

す。また，本文Ｐ10 の※13 の表記を削

除し，※6から※14までを１ずつ繰り上

げます。 

 

◎その他の意見 

意見 No.16 

ブックスタートについて 

 当初よりボランティアをさせていた

だいています。やはり，4 冊の中から 2

冊の本をプレゼントする。また，しっか

りした袋を提供することが守谷の子育

てに大きく貢献しているものと思われ

ます。赤ちゃんに優しい市であってほし

いと願っています。また，子育てに忙し

い親御さんへは表紙の絵のついた本の

リストを差し上げることでパンフレッ

ト自体，有効に活用されると思います。

まず親御さんが図書館や本屋さんでリ

ストに挙がった本を手にしてほしいと

思っています。 

（参考Ｐ11（3）②） 

１ 

◇今後の参考とします。 

プレゼントする絵本の冊数，絵本バッ

ク，絵本リストについて，貴重なご意見

をありがとうございます。費用を有効活

用しながら，ブックスタートの趣旨を伝

え続けられるように努めます。 

意見 No.17 

ブックトークの実施について  

ブックトークは小・中学校共，市内全域

にサービスされるよう各学校からの依

頼だけではなく，全校に出向いていただ

きたい。 

（参考Ｐ11（3）③） 

１ 

◇今後の参考とします。 

ブックトークの実施については，学校

に周知するとともに，要望を聞きながら

拡充に努めます。 

意見 No.18 

おはなしボランティア養成講座につ

いて 

指定管理者になり単発講座はあって

も以前のような数回の連続講座ではな

いので，おはなし会をする時に，ボラン

ティアとしてきちんとした基礎ができ

ているか不安です。 

（参考Ｐ11（3）④） 

１ 

◇今後の参考とします。 

今年度は初級者向けの３回講座を実

施します。ご指摘事項について，十分な

研修がされるよう中央図書館の担当者

と調整します。 
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意見 No.19 

平成２９年度から，「第５次学校図書

館図書整備等５か年計画」が策定され，

以下の３点が充実，向上されるよう計画

されたことはご存知のとおりです。 

1.学校図書館図書の整備 

2.学校図書館への新聞配備 

3.学校司書の配置 

これらは，地方交付税として措置される

ものとありますが，しっかりと学校図書

館に使われるよう要望いたします。 

 

１ 

◇以下のように対応しています。 

１については，文部科学省が設定する

「学校図書館図書標準」に基づき，予算

措置を行っています。校舎の改築，改修

の際に多くの資料の除籍や児童の増加

により標準冊数に満たない小学校２校

については，他校より重点的に予算を配

当しています。 

２については，「第４次学校図書館図

書整備等 5か年計画」により，平成２８

年６月から市内の小中学校全校に配備

しています。 

３については，守谷市では学校司書は

学校図書館奉仕員という名称になって

おり，小中学校全校に配置しています。 

 


