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Ⅰ 子どもの読書活動推進計画の基本的な考え方 

 

 １ 計画策定の趣旨 

浦幌町では、平成２２年１１月に「浦幌町教育の日」が制定され、浦幌の未来、日本

の未来を担う子どもたちが郷土のよさを知り、夢や希望に向かって逞しく成長するた

めに地域総ぐるみで子どもたちの「生きる力」を育む取り組みが進められています。 
また、平成２７年４月に浦幌町小中一貫コミュニティ・スクールを導入し、読書の推

進に関しても様々な取組をおこなっています。 
その中で子どもの読書活動1は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことの

できないものであり、これまでもさまざまな取り組みを進めているところです。 
しかし、テレビやゲーム、スマートフォンの普及や、それを活用したＳＮＳ（ソーシ

ャルネットワーキング）等コミュニケーションツールの多様化等、子どもの読書活動環

境にも大きな影響を与える可能性があることから、子どもの読書活動の一層の推進を

図る必要があります。 
このような中、国や北海道では子どもの読書活動の推進に関する法律や計画の整備

を進めており、浦幌町においてもすべての子どもがあらゆる機会と場所において、自主

的に読書活動を行うことができるように、学校や図書館などの関係団体、民間団体が連

携・協力し、子どもの発達段階に応じた読書活動を家庭・学校・地域において積極的に

推進することを目的として「浦幌町子どもの読書活動推進計画」（以下「第１期計画」

という」）を平成２３年度に策定し、平成２４年度から概ね５年間を計画期間とした計

画を策定しましたが、国や北海道では、平成２９年度にそれぞれ第四次子どもの読書活

動推進計画等が策定されている状況から、現在の計画を基本として、見直しを図るた

め、「第２期浦幌町子どもの読書活動推進計画」（以下「第２期計画」という。）を策定

します。 
 

２ 第２期計画の性格 

この計画は、本町の子どもの読書活動の推進のため、学校や図書館などの関係団体、

民間団体が連携・協力し、子どもの読書活動の推進に取り組むための方向性を示すもの

です。 

また、この計画はこれまでの第１期計画を引き継ぐとともに、「子どもの読書活動の

推進に関する法律（平成13年法律第154号）」、「北海道子どもの読書活動推進計画第四次

計画」に基づく計画としての性格をもつものです。 

 

３ 第２期計画の対象 

この計画は、浦幌町のすべての子どもとその家庭、地域、学校等の町民及び団体が対

象となります。この第２期計画で「子ども」とは幼児、小・中学生をいいます。 

                                                   
1 読書活動…本を読むこと、図鑑を見ること、読み聞かせをしてもらうこと、布でできた本に触れるこ

と、録音図書のように音声で本を楽しむこと、携帯小説や電子書籍など電子媒体の読み物を読むこ

と、インターネットなどを用いて調べ物をすることなど図書に親しむ様々な活動をいいます。 
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４ 第２期計画のめざす将来像 

第２期計画がめざす将来像を次のように描きます。 

 

うらほろの子どもたちは、家庭や学校で日頃から読書に親しみ、本やインター

ネット等を使って、わからないことを調べる方法が身についています。保護者や

地域の大人は子どもの読書活動に関心を持ち、その意義を理解しているととも

に、自らも読書に親しんでいます。家庭では、親子で読書に取り組む家読（うち

どく）や子どもに読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んでコミュニケー

ションを図ったり、本のことを話題に会話をしたり、自分が本を読んでいる姿を

子どもに見せたりしています。 

また、地域では、子どもの図書活動を支援するために様々な機関・団体が連携

して読書活動の推進に取り組んでいます。読書活動を通して心豊かで健やかな子

どもたちの成長を願う大勢の大人たちが、さまざまな場所でお話しや絵本の読み

聞かせや布絵本作り、子どもたちが足を運びたくなるような図書館・学校図書館

などの環境作りを行い、子どもたちに本の魅力を伝えています。 

 

 ５ 計画の目標 

子どもの読書活動推進に関して、国の「第四次子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画」では、基本的な方針として次の３項目が示されています。 

 （１） 家庭，地域，学校等を通じた社会全体での取組 

（２） 子どもの読書活動を支える環境の整備 

（３） 子どもの読書活動に関する意義の普及 

また、「北海道子どもの読書活動推進計画第四次計画」では、基本目標として次の

２項目が示されています。 

（１） 家庭・地域・学校等を通じた社会全体での子どもの読書活動の推進 

（２） 子どもの読書活動を推進するための読書環境の整備 

本町では、国の基本的な方針や北海道の基本目標を基に、本町の子どもの読書活動

の実態等を踏まえ、第２期計画がめざす将来像を実現するために次のように基本目標

を定めます。 

（１） 子どもの読書活動の機会の充実 

（２） 子どもの読書環境の整備・充実 

（３） 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

 

 ６ 第２期計画の期間 

平成３１年度から平成３５年度までのおおむね５年間とし、必要に応じて計画の見

直しを行います。 
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Ⅱ 子どもの読書活動推進のための取組 

 浦幌町における子どもの読書活動の現状をアンケート調査等から見ると、町内の小中

学生を対象に実施した読書活動に関するアンケート調査では、小学生が81.55％、中学生

では78.35％の生徒が本を読むのが「好き」「どちらかといえば好き」と回答しています。 

一方、道内の子どもの読書活動の現状については、対象や質問が異なるため、一概に比

較することはできませんが、小学校６年生と中学校３年生を対象に実施している全国学

力・学習状況調査の結果によると、「読書は好きですか」の質問に、「当てはまる」「どち

らかといえば当てはまる」と回答した割合が小学校６年生では、71.5％（平成24年度）か

ら74.4％（平成29年度）と推移しており、中学校３年生では、72.7％（平成24年度）から

74.0％（平成29年度）と推移しています。 

また、町内の幼児保護者を対象にした幼児の読書活動に関する保護者アンケート調査

では、98.96％の保護者が子どもは読み聞かせが「好き」「どちらかといえば好き」と回答

しており、読書活動を好む幼児が多いことが伺えます。 

次に、浦幌町における全世代の読書量について浦幌町立図書館の貸出冊数から見ると、

一人当たりの貸出冊数は年間3.58冊で全道平均の4.43冊をやや下回る結果となっていま

す。（「北海道の図書館」 統計 平成２９年４月１日現在） 

また、幼児保護者からは、１ヶ月に本を読む量が「１～２冊」以上と95.84％が回答し

ており、小学生低学年では「１～２冊」以上と回答したのは85.54％で、小学校高学年で

は「１～２冊」以上と回答したのは83.54％であり、中学生では、「１～２冊」以上と回答

したのは、83.50％となっており、反対に「０冊」と回答したのは、小学校全体で14.29％、

中学校全体で16.49％と年齢が上がるにつれ読書量が少ない小中学生が多くなる傾向が

見られます。 

次に、１ヶ月の読書量が「０冊」と回答した小中学生の、本を読まなかった理由の回答

では、小学生では、「他にやりたいことがある。」との回答が多く、次いで「読みたい本が

なかった」、「文字を読むのが苦手だから」、「テレビやビデオ、パソコンをしているほう

がいいから」、「勉強・塾・習い事などで時間が無い」、「本を読むのが面倒、読みたくな

い」等の回答が多く、中学生では、「他にやりたいことがある」、「勉強・塾・習い事など

で時間が無い」との回答が多く、次いで、「テレビやビデオ、パソコンをしているほうが

いいから」、「本を読むのが面倒、読みたくない」、「読みたい本がなかった」、「文字を読む

のが苦手だから」等の回答が多い傾向が見られました。 

次に、本を読むきっかけについての回答では、小学生、中学生ともに「朝の読書など、

みんなで本を読む時間がある」との回答が多くを占めており、各小中学校で取組まれて

いる「朝読書」の成果が顕著に現れている状況がうかがえます。 

このような現状から、子どもたちが読書の楽しさを感じられ、読書をしたいと思える

きっかけとなる取り組みを推進し、本好きの子どもたちを育むとともに、「浦幌町教育の

日」で取組んでいる「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビ）」運動、及び「浦

幌町小中一貫コミニュティ・スクール」で取組んでいる「スマホ・ゲーム機の使用のルー

ル」を展開し、家庭・学校・地域総ぐるみでさらに推進することにより、子どもたちの生

活リズムを見直し、読書を生活の中に位置づけていく必要があります。 
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 １ 子どもの読書活動の機会の充実 

 

（１）家庭・地域における子どもの読書活動の推進 

家庭は、子どもが最初に読書に出会う場であるだけでなく、読書に対する興味や関

心を培う上でも重要な役割を担っている場です。 

特に、乳幼児期には、読み聞かせなどを通して親子の温かい人間関係を育むととも

に、子どもの精神的な安定感や親への信頼感を養い、基本的な生活習慣や自主性・創

造性を培うことが大切です。 

保護者が「読み聞かせをする。」、「家に本をたくさん置く。」、「図書館に連れて行く。」

などの読書活動の支援をしている場合に子どもが読書好きになる割合が高くなるこ

とは、読書活動に関する各種調査結果に出ているところですが、今般実施した読書ア

ンケート調査においても、小学校入学前に読み聞かせが「よくあった」、「ときどきあ

った」との回答は、未就学児では88.09％、小学生では83.34％、中学生では75.26％

となっています。 

このように、子どもの読書活動の推進のためには家庭の働きかけが特に重要となっ

てくることから、浦幌町立図書館や子育て支援センター、保育所、幼稚園、小中学校

等を通して、読み聞かせや読書の重要性について保護者に啓発していくとともに、

「浦幌町教育の日」で推進している「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレ

ビ）」運動をさらに推進することによって、家庭での生活リズムを見直し、本を介し

た親子のコミュニケーションの時間を生み出していくことが重要になってきます。 

 

  ア 家庭に対する読書活動の推進 

家庭においては日常生活の中で、親や家族が一緒に本を楽しんだり、子どもに読

み聞かせをしたりすることによって読書習慣を定着させ、子どもが読書に親しむ環

境づくりが大切です。子どもが読書に対する興味を高めるため、いつも身近に本が

あり周囲の大人が読書を親しむ姿を見せることも重要です。 

【具体的な取り組み】 

・家読
うちどく

2運動を推進して、親や家族が一緒に本を楽しむ時間づくりを啓発します。 

・乳児が本に親しむ機会をつくり、親子の読み聞かせによる読書習慣づくりのためブ

ックスタート事業の継続に努めます。 

・ブックスタート3開催会場で、おすすめの絵本の設置やブックリスト4の配布を継続

して行います。 

・子どもの読書活動に関する保護者向け啓発資料を配布します。 

・読書活動に関する講演会として、図書館たなばたまつり、図書館まつり等を継続し

                                                   
2家読
うちどく

…家族みんなで好きな本を読んで、読んだ本について話す取り組みをいいます。 
3 ブックスタート…地域の保健センターなどで行われる乳幼児健診の機会に、すべての赤ちゃん

と保護者にメッセージを伝えながら絵本を手渡す運動をいいます。 
4 ブックリスト…子どもたちに読ませたい本を紹介するなど、ある目的を持って作られた「本の

リスト」のことをいいます。 
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て実施します。 

 

イ 図書館での読書活動の推進 

 図書館は、多くの人たちが読みたい本を探し読書を楽しむための場所であるとと

もに、読書全般に関する利用者の相談や要望に応じる施設として重要な役割を担っ

ています。また、本に関する情報の入手、選びやすく借りやすいなど利用者へのサ

ービスの向上と広く情報を提供する必要があり、読書活動を推進する団体やグルー

プの支援、図書館活動を支援するボランティアサークルに対して学習機会の提供を

行うことも大切な役割です。 

【具体的な取り組み】 

・親子で図書館を訪れて本を選び、読み聞かせやお話し会に参加できるよう図書館行

事の充実に継続して努めます。 

・子どもの発達に応じた本の紹介、読書案内を継続して行います。 

・ブックトーク等で多様な本の紹介を行い、興味対象を広げる手助けをします。 

・図書館情報の入手や資料情報の検索など、利用しやすい環境づくりに努めます。 

・読書活動を推進する団体に活動場所や機会を継続して提供します。 

・他の図書館との連携や情報交換及び図書資料の相互貸借を行い、速やかなサービス

提供に継続して努めます。 

・子どもたちが地域の歴史・文化について学習できるように、博物館と連携して資料

の収集・保存に継続して努めます。 

・図書館講習会や研修会を実施してボランティアの養成に継続して努めます。 

・読書活動を推進しようとする個人や団体に対して、ボランティア情報の提供やボラ

ンティアサークルの紹介などを継続して努めます。 

 

ウ 公共施設における子どもの読書活動の推進 

子育て支援センターや児童デイサービスセンターの利用者や小学生が放課後を過

ごす学童保育所などにおいて、図書コーナーを充実し、絵本・紙芝居・布絵本の活用、

読み聞かせや対面朗読等の実施による読書活動を推進します。 

 【具体的な取り組み】 

・図書館行事やお話し会への参加を継続して進めます。 

・子育て支援センターと連携し図書コーナーの充実のための配本を継続します。 

・浦幌町立図書館から町内の公民館に対して、移動図書による定期的な配本を継続し

て行います。 

 

エ 民間団体の子どもの読書活動に対する支援 

お話し会や読み聞かせなどを開催して子どもの読書活動を推進するボランティ

アサークルの活動支援を継続して行います。 

 【具体的な取り組み】 

・ボランティアサークルの活動場所を継続して提供します。 

・ボランティアサークルによるお話し会、読み聞かせ等の開催を継続して支援しま
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す。 

・ボランティアサークル活動に必要な図書資料等の団体貸出を継続して行います。 

・広報誌やホームページなどでボランティアサークルの活動について周知を行い、

加入促進に向けた取り組みを継続して支援します。 

 

オ 障がいのある子どもの読書活動の推進 

【具体的な取り組み】 

・障がいに応じた図書の提供に継続して努めます。 

・本を読むことが困難な子どもに、読み聞かせや読書活動の機会提供に継続して努

めます。 

・障がいのある子どもの読書活動を支援する団体等に団体貸出を行います。 

・障がいのある子どもの読書活動ボランティアの支援を継続して行います。 

 

（２）学校等における子どもの読書活動の推進 

浦幌町内の小中学校では、「朝読書」の形ですべての学校が一斉読書に取り組ん

でいます。取り組みの回数については、ほぼ毎日から週に数回程度と各学校の実

態に応じて実施している状況ですが、朝読書等による読書の時間をいっそう充実

することがアンケート調査からも重要と位置づけられます。 

 

ア 読書習慣の確立と読書指導の充実 

子どもが楽しみながら本に親しみ、読書習慣を身につけるために「朝読書」

などの定期的な読書時間や読み聞かせなどの読書活動を日常の教育活動に取

り入れるとともに、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、子ど

もの主体的、意欲的な学習活動や読書活動の充実に努めます。 

【具体的な取り組み】 

・子どもが本に親しむきっかけづくりとなる「朝読書」などの実施について継

続して努めます。 
・各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等の教育活動全体を通じて学

校図書館を計画的に利用し、読書活動の機会の充実と読書指導の充実に努め

ます。 

・読書感想文コンクールへの書き方講座を開催しながら、参加継続に努め、読

書活動への興味を高めます。 
・浦幌町立図書館との連携による学校図書館活動の充実に継続して努めます。 

 

イ 家庭・地域との連携による読書活動の推進 

保護者や地域ボランティア活動等の協力により読書活動の充実を継続して

図ります。 

【具体的な取り組み】 

・休み時間等を利用して、図書館司書やボランティアによる読み聞かせなどの

読書活動を継続して推進します。 
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ウ 幼稚園・保育園における子どもの読書活動の推進 

絵本の読み聞かせや物語の朗読は、未知のものに対する興味や好奇心を高め、

感性を高め、創造力を豊かにします。幼児期に本に親しむ機会を多く持つこと

はその後の読書習慣の定着に大いに寄与します。 

町内の幼稚園・保育所においては図書コーナーを整備して、読み聞かせや子

どもの読書に活用しています。 

【具体的な取り組み】 

・浦幌町立図書館等と連携し図書コーナーの充実を図るなど、身近に絵本のあ

る環境づくりを進めます。 

・遊びの中に絵本や物語などの言葉や内容を取り入れ、読書活動への興味を高

めるように努めます。 

・町図書館や公民館図書室を活用し、子どもが本に触れる機会の充実に努めま

す。 

 

エ 移動図書による子どもの読書活動の推進 

浦幌町立図書館では、町内のすべての幼稚園・保育園・小学校と浦幌町立図

書館から遠距離地の中学校に対して、移動図書による定期的な配本を行い、子

どもの読書活動を継続して推進します。 

【具体的な取り組み】 

・町内の幼稚園・保育園・小学校に定期的な配本を継続して行います。 

・浦幌町立図書館から遠距離地の中学校に定期的な配本を継続して行います。 
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 ２ 子どもの読書環境の整備・充実 

 

（１）家庭・地域における子どもの読書環境の整備・充実 

ア 浦幌町立図書館の図書資料・設備等の整備・充実 

じゅうたん敷きでのびのびとした雰囲気の幼児コーナー・お話し室は、親子が

安心して本を楽しめる空間であり、また、授乳スペースを設置したことで、乳幼

児を連れた親子が安心して利用でき、良質な絵本や布絵本、紙芝居、大型絵本、

しかけ絵本などは乳幼児期から本に親しむ機会をつくり、子どもたちの興味・関

心を広げるものであり、これらの図書資料の充実に努めます。 

【具体的な取り組み】 

・お話し会の開催の実施を継続します。 

・布絵本や絵本、紙芝居、大型絵本、しかけ絵本など図書の整備に継続して努め

ます。 

・幼児コーナーに育児関係図書を継続して配置します。 

・幼児コーナーの授乳スペースの利用促進を継続して行います。 

 

イ 浦幌町立図書館の機能の充実 

図書館における読書活動の推進にあたっては、図書資料・設備の整備充実が必

要不可欠です。図書資料の充実は図書館利用の欲求を高めることにつながります。 

また、住民が求める情報を得やすくするための環境整備も必要です。 

【具体的な取り組み】 

・北海道立図書館及び十勝管内公共図書館等との連携による図書資料の補完に

継続して努めます。 

・ブックリストの作成や本選びの相談、調べ学習に対する支援等の充実に継続

して努めます。 

・浦幌町立図書館の蔵書等の電子化を検討し、利用者の拡充や利便性の向上に

努めます。 

 

ウ 障がいのある子どもの読書環境の整備・充実 

【具体的な取り組み】 

・障がいのある子どもやその保護者が、利用しやすい施設の充実に努めます。 
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（２）学校図書館の整備・充実 

 

子どもたちが学校生活において、日常読書を楽しむ場や、読書活動、読書指導

の場として学校図書館は重要な役割を果たしています。学校図書館の蔵書につい

ては、子どもの発達にあった図書や授業に活用できる図書を揃えることが必要で

す。蔵書冊数の指標の一つに国が定めた「学校図書館図書標準5」があり、その指

標によると第１期計画では町内の３校が基準冊数の６，７割程度だった冊数が、

平成２９年度末現在、浦幌町内の小中学校４校中３校が基準冊数以上を保有して

おり、残り１校でも７割程度の冊数を保有していて、計画年度内に９割程度の冊

数まで保有する状況が予定されています。 

また、学校図書館の環境整備等は、各学校の図書担当者や児童会・生徒会によ

って行われていますが、一部の学校では、学校図書館の整備・充実を目的とした

学校図書館ボランティアが組織され、掲示物の作成や蔵書データのコンピュータ

入力補助作業を行っており、今後活動の広がりが期待されるところです。専門的

知識を持った学校司書が学校の求めに応じて支援できる体制を整備し、学校図書

館の整備・充実を推進することが求められます。 

 

ア 学校図書館の図書資料・設備等の整備・充実 

図書館における読書活動の推進にあたっては、図書資料・設備の整備充実が必

要不可欠です。図書資料の充実は図書館利用の欲求を高めることにつながります。 

また、住民が求める情報を得やすくするための環境整備も必要です。 

 

【具体的な取り組み】 

・学校図書の標準蔵書数を目安に図書資料の充実を図り、計画的な蔵書に努め

ます。 

・学校司書の配置を進めます。 

・学校図書館の環境整備、図書資料の整備と充実に継続して努めます。 

・浦幌町立図書館との連携、団体貸出の活用等による図書の充実に継続して努

めます。 

・書架の配置、図書装備など読書環境整備に継続して努めます。 

 

イ 学校図書館の壁面環境等の整備・充実 

【具体的な取り組み】 

・ブックリストの作成、利用案内ポスター、書架サイン等の掲示による利用促

進に継続して努めます。 

・浦幌町立図書館と連携して、図書館環境の整備に継続して努めます。 

 

                                                   
5学校図書館図書標準…公立の義務教育諸学校において、学校図書館の図書の整備を図る際の目標

として学級数などに応じて設定した蔵書冊数の標準のこと。 
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（３）子どもの読書活動の推進に関する体制の整備 

 

ア 図書館間の協力推進 

【具体的な取り組み】 

・北海道立図書館及び十勝管内公共図書館等との相互協力の充実を図り、町図

書館における未所蔵図書等について借り受けを推進し、蔵書の充実に継続し

て努めます。 

 

イ 図書担当者の研修の実施 

【具体的な取り組み】 

・図書担当者に対して、子どもの読書活動に関わる資料や情報の提供に継続し

て努めます。 

 

    ウ 学校司書の研修の充実 

     【具体的な取り組み】 

・子どもの読書活動についての学校司書の研修を行い、専門性を高めます。 

 

    エ 民間団体・関係機関との連携協力 

     【具体的な取り組み】 

・ボランティアサークルの図書館事業への協力とそのボランティアサークルへ

の活動に対する支援により、相互の活動の充実に継続して努めます。 

 

 ３ 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

（１）地域ぐるみの読書に関する理解促進 
 

ア 「子どもの読書の日」の普及・啓発 
【具体的な取り組み】 
・「子ども読書の日」（４月２３日）にあわせて、子どもの読書活動に関する普

及・啓発に継続して努めます。 

 

イ 「図書館まつり」の普及・啓発 

【具体的な取り組み】 

・「図書館まつり」（１０月に実施）にあわせて、子どもの読書活動に関する普

及・啓発に継続して努めます。 

 

ウ 優良な図書資料の普及 

【具体的な取り組み】 

・展示等による課題図書や北海道指定図書等の貸出を継続して進めます。 

・読書感想文コンクールに合わせた優良な図書資料の普及に継続して努めます。 
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エ 各種情報の収集・提供 

【具体的な取り組み】 

・図書館ホームページや町の広報誌等に子どもの読書活動に関する情報を掲載

します。 

 ・館内掲示、メール配信サービス等による情報の提供を継続して行います。 

・新聞社や放送局へ図書館事業の情報提供を継続して行います。 

・さまざまな子どもの読書活動に関する情報を積極的に収集し提供に継続して

努めます。 
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別表   計画（継続）事業一覧 

１ 

子
ど
も
の
読
書
活
動
の
機
会
の
充
実 

(１)家庭・

地域におけ

る子どもの

読書活動の

推進 
 

ア 家庭に対す

る読書活動の推

進 

家読運動の推進による親や家族の読書時間の啓発 
ブックスタート事業の継続 
ブックスタート開催会場でのおすすめの本の設置やブ

ックリストの配布の継続 
子どもの読書活動に関する保護者向け啓発資料の配布 
読書活動に関する講演会として、図書館たなばたまつ

り、図書館まつり等の継続実施 
イ 図書館での

読書活動の推進 
読書活動の推進につながる図書館事業の実施 
発達段階に応じた本の紹介・読書相談 
ブックトーク等での読み物にとどまらない多様な図書

の紹介 
利用しやすい図書館運営の推進 
読書活動推進団体への活動場所・機会の提供の継続 
他町村図書館との情報交換や相互協力による速やかな

サービス提供の継続 
博物館との連携による地域の歴史・文化学習のための

図書資料の収集・保存の継続 
子どもの読書活動に関する講習会・研修会の実施によ

るボランティアの養成の継続 
個人、団体へのボランティア情報の提供やボランティ

アサークルの紹介の継続 
ウ 公共施設に

おける子どもの

読書活動の推進 

図書館事業の啓発 
子育て支援センターや児童デイサービスセンターとの

連携による図書コーナーの充実のための配本の継続 
移動図書による公民館への定期的な配本の継続 

エ 民間団体の

子どもの読書活

動に対する支援 

活動場所の提供の継続 
民間団体の事業支援の継続 
図書資料等の団体貸出の実施 
広報誌やホームページ等でのボランティア活動の周知

による加入促進支援 
オ 障がいのあ

る子どもの読書

活動の推進 

障がいに応じた図書の提供の継続 
障がいに応じた読書活動の機会提供の継続 
読書活動を支援する団体への団体貸出の実施 
読書活動ボランティアの支援の継続 

(２ )学校等

における子

どもの読書

活動の推進 

ア 読書習慣の

確立と読書指導

の充実 

子どもが本に親しむきっかけづくりとなる「朝読書」

などの実施の継続 
教育活動全体を通じた学校図書館の計画的利用と読書

活動の機会・読書指導の充実 
読書感想文コンクールへの参加継続・参加者の拡充 
浦幌町立図書館との連携による学校図書館活動の推進 
 
 

イ 家庭・地域と

の連携による読

ボランティア等による読み聞かせなどの推進の継続 
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書活動の推進 
ウ 幼稚園・保育

園における子ど

もの読書活動の

推進 

浦幌町立図書館等と連携した身近に絵本のある環境づ

くりの推進 
遊びの中に絵本等を取り入れた活動の推進 
 
浦幌町立図書館や公民館図書室を活用した読書活動の

機会の充実 
エ 移動図書に

よる子どもの読

書活動の推進 

町内幼稚園・保育園・小学校への定期的な配本の継続

実施 
遠距離地中学校への定期的な配本の継続実施 
 

２ 

子
ど
も
の
読
書
環
境
の
整
備
・
充
実 

(１)家庭・地

域における

子どもの読

書環境の整

備・充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 浦幌町立図

書館の図書資料・

設備等の整備・充

実 

お話し会の実施の継続 
乳幼児向け図書資料の整備の継続 
育児関係図書の配置による幼児コーナーの充実の継続 
授乳スペースの周知及び利用促進の継続 

イ 浦幌町立図

書館の機能の充

実 

北海道立図書館、十勝管内公共図書館協議会との連携

による図書資料の補完 
ブックリストの作成や読書に関する相談及び調べ学習

等の支援 
浦幌町立図書館の蔵書等の電子化の検討 

ウ 障がいのあ

る子どもの読書

環境の整備・充実 

障がいのある子ども及びその保護者が利用しやすい環

境の整備 
 

(２ )学校図

書 館 の 整

備・充実 

ア 学校図書館

の図書資料・設備

等の整備充実 

学校図書の蔵書の充実 
 
学校司書の配置の推進 
 
学校図書館、図書資料の整備 
 
浦幌町立図書館による団体貸出の活用の継続 
 
読書環境整備の推進の継続 
 

イ 学校図書館

の壁面環境等の

整備充実 

壁面掲示等による学校図書館環境の整備の継続 
浦幌町立図書館と連携した学校図書館環境の整備の継

続 

(３ )子ども

の読書活動

の推進に関

する体制の

整備 

ア 図書館間の

協力推進 
他図書館との協力による未所蔵図書の解消 

イ 学校等図書

担当職員の研修

の実施 

図書担当者への情報提供 
図書担当者会議の実施 
図書担当者と図書館職員による合同研修会の実施検討 

ウ 学校司書の

研修の充実 
研修による学校司書の専門性の向上 

エ 民間団体・関

係機関との連携

協力 

ボランティアサークルとの連携協力による相互の事業

推進 
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３ 

子
ど
も
の
読
書
活
動
に
関
す
る
理

解
と
関
心
の
普
及 

(１ )地域ぐ

るみの読書

に関する理

解促進 

ア 子ども読書

の日」の普及・啓

発 

「子ども読書の日」における読書活動の普及・啓発 

イ 「図書館まつ

り」の普及・啓発 
「図書館まつり」における読書活動の普及・啓発 

ウ 優良な図書

資料の普及 
展示等による課題図書・推薦図書の貸し出しの推進 
読書感想文コンクールに合わせた優良な図書資料の普

及 
エ 各種情報の

収集・提供 
ホームページや広報誌等による情報発信 
館内掲示、メール配信サービスによる情報提供 
報道機関への図書館事業の情報提供 
子どもの読書活動に関する情報収集・提供 
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参考資料 

○児童・生徒の読書アンケート調査結果（平成３０年７月～８月実施） 
 
（１）読書アンケートの回収状況 
 

子育て支援センター      １１人 
上浦幌ひまわり保育園     １７人（在籍 ２０人）回収率 ８５％ 
しらかば保育園        ３１人（在籍 ６６人）回収率 ４７％ 
浦幌幼稚園          ３１人（在籍 ３５人）回収率 ８９％ 
厚内幼稚園           ６人（在籍  ８人）回収率 ７５％ 
上浦幌中央小学校（１～３年生）１７人（在籍 １９人）回収率 ８９％ 
上浦幌中央小学校（４～６年生）１３人（在籍 １５人）回収率 ８７％ 
浦幌小学校（１～３年生）   ６６人（在籍 ８６人）回収率 ７７％ 
浦幌小学校（４～６年生）   ７２人（在籍 ８３人）回収率 ８７％ 
上浦幌中学校         １４人（在籍 １４人）回収率１００％ 
浦幌中学校          ８３人（在籍 ８７人）回収率 ９５％ 
 
○就学前児童         ８５人（在籍１２９人）回収率 ６６％ 
○小学生          １６８人（在籍２０３人）回収率 ８３％ 
 うち１～３年生       ８３人（在籍１０５人）回収率 ７９％ 
 うち４～６年生       ８５人（在籍 ９８人）回収率 ８７％ 
○中学生           ９７人（在籍１０１人）回収率 ９６％ 

 
（２）読書アンケート調査結果について 
   
  次ページ以降（前回委員会で審議済みであるため省略、修正分のみ掲載） 
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Ｑ３－１、どこで本を読みますか　（紙の本）（複数回答）

・小学生 ・１～３年生 ・４～６年生

自宅 118 自宅 61 自宅 57
学校 120 学校 60 学校 60
図書館 62 図書館 30 図書館 32
その他 5 その他 1 その他 4

・小学校２年生「学童保育所」 ・小学校５年生「外出中の車の中」
・小学校６年生「車の中」
・小学校６年生「他人の家」
・小学校６年生　無回答

・中学生

自宅 53
学校 83
図書館 11
その他 5

・中学校１年生「バスの中」
・中学校２年生「バスの中」
・中学校３年生　無回答

小学生全体では、自宅又は学校との回答が多かった。
中学生では、学校がやや多く、次いで自宅との回答が多かった。
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Ｑ８、学校の図書室（就学前の児童は浦幌町の図書館）に「いかない」、「年１回」、「半年

に１回」と回答した理由 
 
（略） 
・浦幌小学校 １年「行く時間がないから」 
・浦幌小学校 １年「まだ１年生なので利用したことがない。」 
・浦幌小学校 １年「よくわからない」 
・浦幌小学校 １年「行く時間がない」 
・浦幌小学校 １年「まだ１年生なので別の階へ行くことに慣れていない」 
・浦幌小学校 １年「行く時間、機会がない（決まっていない）」 
・浦幌小学校 １年「字がまだ読めない」 
・浦幌小学校 １年「遊びたいから」 
・浦幌小学校 １年「とおいから」 
・浦幌小学校 １年「教室に絵本があるから」 
・浦幌小学校 １年「１年生はまだ図書室へ行きません」 
 ※浦幌小学校１年生は、夏休み（アンケート回収時期）より後に図書館学習が始まるた

め、利用が乏しい結果となっている。 
（略） 
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○子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成１３年法律第１５４号） 

（目的） 

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な

事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 子ども（おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言

葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き

る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子

どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、

積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活

動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の努力） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読

書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものと

する。 

（保護者の役割） 

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制

の整備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本

計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報

告するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県
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における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読

書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」

という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定さ

れているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）

を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、

当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動

推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画

の変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど

もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、４月23日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め

なければならない。 

（財政上の措置等） 

第11条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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○文字・活字文化振興法 

（平成17年法律第91号） 

（目的） 

第１条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知

恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵
かん

養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのでき

ないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並び

に国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する

必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の

総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現され

たもの（以下この条において「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行わ

れる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その

他のこれらの活動の文化的所産をいう。 

（基本理念） 

第３条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊

重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地

域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享

受できる環境を整備することを旨として、行われなければならない。 

２ 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮さ

れなければならない。 

３ 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができる

ようにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力

を基礎とする言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵
かん

養に十分配慮されなけれ

ばならない。 

（国の責務） 

第４条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・

活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（関係機関等との連携強化） 

第６条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施される

よう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体

制の整備に努めるものとする。 

（地域における文字・活字文化の振興） 

第７条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、

必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供すること

ができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の
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物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずる

ものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文

字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献

する活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の

振興を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（学校教育における言語力の涵
かん

養） 

第８条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵
かん

養が十分に図られるよう、

効果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教

育職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵
かん

養に資する環境の整備充実を図

るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的

体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に

関し必要な施策を講ずるものとする。 

（文字・活字文化の国際交流） 

第９条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとと

もに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化

が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語

への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ず

るものとする。 

（学術的出版物の普及） 

第10条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果

についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文字・活字文化の日） 

第11条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、

文字・活字文化の日を設ける。 

２ 文字・活字文化の日は、10月27日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施

されるよう努めるものとする。 

（財政上の措置等） 

第12条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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○図書館法 

（昭和25年法律第118号） 
目次 
第１章 総則（第１条―第９条） 
第２章 公立図書館（第10条―第23条） 
第３章 私立図書館（第24条―第29条） 
附則 

第１章 総則 
（この法律の目的） 

第１条 この法律は、社会教育法（昭和24年法律第207号）の精神に基き、図書館の設置及

び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の

発展に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理

し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資

することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは

一般財団法人が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。 
２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十

字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 
（図書館奉仕） 

第３条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校

教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲

げる事項の実施に努めなければならない。 
(１) 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、

図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。

以下「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。 
(２) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 
(３) 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応

ずるようにすること。 
(４) 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附

属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 
(５) 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 
(６) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨

励すること。 
(７) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 
(８) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動

その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 
(９) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 
（司書及び司書補） 
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第４条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 
２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 
３ 司書補は、司書の職務を助ける。 
（司書及び司書補の資格） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 
(１) 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修

したもの 
(２) 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 
(３) 次に掲げる職にあつた期間が通算して３年以上になる者で次条の規定による司書の

講習を修了したもの 
イ 司書補の職 
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補

の職に相当するもの 
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主

事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 
(１) 司書の資格を有する者 
(２) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第１項の規定により大学に入学すること

のできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの 
（司書及び司書補の講習） 

第６条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 
２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学

省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、15単位を下ることができない。 
（司書及び司書補の研修） 

第７条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の

向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。 
（設置及び運営上望ましい基準） 

第７条の２ 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営

上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。 
（運営の状況に関する評価等） 

第７条の３ 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果

に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
（運営の状況に関する情報の提供） 

第７条の４ 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解

を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運

営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 
（協力の依頼） 

第８条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市（特

別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、

図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。 
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（公の出版物の収集） 
第９条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の

用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を２部提供するものとする。 
２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの

発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。 
第２章 公立図書館 

（設置） 
第10条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で

定めなければならない。 
第11条及び第12条 削除 
（職員） 

第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要

と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。 
２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなけれ

ばならない。 
（図書館協議会） 

第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 
２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図

書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 
第15条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命

する。 
第16条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会

に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけれ

ばならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める

基準を参酌するものとする。 
（入館料等） 

第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収し

てはならない。 
第18条及び第19条 削除 
（図書館の補助） 

第20条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の

施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 
２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 
第21条及び第22条 削除 
第23条 国は、第20条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号の一に該

当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付し

た当該年度の補助金を返還させなければならない。 
(１) 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 
(２) 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 
(３) 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 
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第３章 私立図書館 
第24条 削除 
（都道府県の教育委員会との関係） 

第25条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のた

めに必要な報告を求めることができる。 
２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置

及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。 
（国及び地方公共団体との関係） 

第26条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する

法人に対し、補助金を交付してはならない。 
第27条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確

保につき、援助を与えることができる。 
（入館料等） 

第28条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することがで

きる。 
（図書館同種施設） 

第29条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 
２ 第25条第２項の規定は、前項の施設について準用する。 

附 則 
（略） 
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○学校図書館法 
（昭和28年法律第185号） 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備

であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「学校図書館」とは、小学校（義務教育学校の前期課程及び特

別支援学校の小学部を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期

課程及び特別支援学校の中学部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特

別支援学校の高等部を含む。）（以下「学校」という。）において、図書、視覚聴覚教育の

資料その他学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、整理し、及

び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程

の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設

けられる学校の設備をいう。 

（設置義務） 

第３条 学校には、学校図書館を設けなければならない。 

（学校図書館の運営） 

第４条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は

生徒及び教員の利用に供するものとする。 

(１) 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 

(２) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

(３) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。 

(４) 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行う

こと。 

(５) 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力する

こと。 

２ 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用さ

せることができる。 

（司書教諭） 

第５条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければな

らない。 

２ 前項の司書教諭は、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を

除く。）、指導教諭又は教諭（以下この項において「主幹教諭等」という。）をもつて充て

る。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければな

らない。 

３ 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受

けて行う。 

４ 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位そ

の他必要な事項は、文部科学省令で定める。 
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（学校司書） 

第６条 学校には、前条第１項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図

り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学

校図書館の職務に従事する職員（次項において「学校司書」という。）を置くよう努めな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（設置者の任務） 

第７条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学

校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。 

（国の任務） 

第８条 国は、第６条第２項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実

を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

(１) 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立するこ

と。 

(２) 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措

置を講ずること。 

附 則 

（略） 
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○浦幌町子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱 
（平成30年浦幌町教育委員会公表第 号） 
(設置) 

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成13年法律第154号）第９条第２項の規

定に基づき浦幌町子どもの読書活動推進計画（以下「計画」という。）を策定するため、

浦幌町子どもの読書活動推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 (所掌事項) 

第２条 委員会は次の各号に掲げる事項について検討し、その検討結果を浦幌町教育委員

会教育長（以下「教育長」という。）に報告する。 

(１) 計画策定に関すること。 

(２) 子どもの読書の意義と現状把握に関すること。 

(３) その他委員会が必要と認める事項 

 (組織) 

第３条 委員会は、委員10名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育長

が委嘱する。 

(１) 図書館協議会委員 

(２) 図書館ボランティア団体 

(３) 学校教育、保育、子育てを通じて子どもに関わっている者 

(４) その他教育長が特に必要と認める者 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱された日から計画が策定されたときまでとする。ただし、教

育長が必要と認めたときはその期間とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代

理する。 

 (会議) 

第６条 委員会は必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意

見を聞くことができる。 

 (報酬) 

第７条 委員の報酬については、これを支給しないものとする。 

 (庶務) 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。 

 (委任) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。 

  附 則（略） 
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○第２期子どもの読書推進計画策定委員会委員名簿 

 
任期：平成３０年７月４日から計画策定完了の日まで 

 

委 員 長 西 森 七 恵 図書館協議会委員 
読み聞かせボランティア「ぐりとぐらの会」会員 

副委員長 鈴 木 信 男 上浦幌公民館長 

委  員 円 子 紳 一 図書館協議会委員 

委  員 羽 賀 智 子 浦幌小学校教諭 

委  員 福 留 克 志 浦幌中学校教諭 

委  員 小山内 路 子 しらかば保育園園長 

委  員 佐 藤 めぐみ 浦幌幼稚園園長・厚内幼稚園園長 

委  員 楜 沢 由美子 子育て支援センター副所長 
発達支援センターくれよん広場副所長 

委  員 鈴 木 信 男 上浦幌公民館館長 

委  員 山 本 ひとみ 浦幌布絵本の会会長 
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