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■第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

本計画は、平成１３年１２月に施行された「子どもの読書活動の推進に関

する法律」第９条第２項の規定に基づき、木古内町の現状を踏まえた上で、

子どもたちが読書活動を通じて生きる力を身につけ、豊かな心を育み、健や

かに成長できるよう総合的及び計画的に読書環境整備を推進する体制づくり

と人材育成を目標に策定するものです。

２ 計画の対象

計画の対象は、概ね０歳から１８歳とします。

なお、次のとおり各期に分類し推進します。

◆乳幼児期 ０歳～ ６歳（未就学児）

◆小学生期 ６歳～１２歳

◆中学生期 １２歳～１５歳

◆高校生期 １５歳～１８歳

３ 計画の期間

平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。

４ 計画の位置づけ

本計画の推進方策は、「第６次木古内町振興計画」並びに「第６次木古内

町教育総合推進中期計画」による４つの主な読書推進方策に基づいて計画さ

れるものです。

（１）学校や関係機関と連携した読書活動推進計画を策定します。

（２）ブックスタート（※１）促進事業の充実を図ります。

（３）広域で連携した事業の充実を図ります。

（４）図書館司書を配置し、公民館図書室と学校図書室の連携した運営と読

書活動の充実を図ります。

※１【ブックスタート】赤ちゃんとその家族に楽しい時間をもっていただくために、自治体等が絵本をプレゼントす

る事業。
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■第２章 読書活動調査結果と木古内町の現状

１ 第６０回学校読書調査結果より

全国学校図書館協議会は、毎日新聞社と共同で全国の小・中・高等学校の

児童生徒の読書について毎年調査を行っています。

平成２６年度の調査では、小学校４９校、中学校５４校、高校３７校が参

加し、１２，７４３名の回答がありました。学校は、大都市・中都市・小都

市・郡部に振り分け、木古内町においてもほぼ同様な傾向をくみ取れる調査

結果が報告されています。

【１ヶ月間の平均読書冊数の推移】
（冊）

小・中学生の１ヶ月に読んだ本（教科書・学習参考書・マンガ・雑誌・付

録等は除く）の冊数は、この１０年間で少しずつ上昇しており、学校で取り

組んでいる読み聞かせや一斉読書活動などの成果が現れていると推測され、

読書環境整備を図ることにより、文字に親しむ読書活動を支援していくこと

が可能であることを示しています。
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【１ヶ月間の不読率（一冊も本を読まなかった率）】
（％）

一方、１ヶ月に一冊も本を読まなかった不読率は小学生が３．８％、中学

生が１５．０％と減少しているものの、高校生は３．７パーセント上昇して

４８．７パーセントとなっています。これは高校生の約半数が本を読んでい

ないことを示しており、推進計画の課題の一つとして上げられます。見聞を

広げ、将来の生き方を考える上でも重要な高校生期に読書に親しむための環

境整備が求められます。
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２ 木古内町中央公民館図書室の利用状況

過去２３年間の木古内町における図書利用について、次のグラフから読み

取れる状況についてまとめてみました。

【木古内町図書貸出状況】

◆図書の利用人数は、人口の減少とともに減少しています。

◆平成２年頃は、学校を中心とした移動図書の利用が盛んで、貸出冊数が

現在の２～３倍ありましたが、小学校の統廃合等により貸出冊数の減少

に繋がっています。

◆資料費は、平成１３年の２０万円を最後に１０万円台となり（交付金充

当した平成２３年を除く）住民の利用に備える蔵書構築に対応出来てい

ない状況です。

さらに、平成２５年度の北海道立図書館の統計では、木古内町の人口一人

当たりの資料費は３７円と全道の中でも低い額となっています。（全道平均

資料費４６１円）

計画的な蔵書構築には予算が必要です。人口減少の顕著な木古内町ですが、

子どもたちや住民の笑顔あふれる読書のまちを目指し、図書資料費の確保に

努めるとともに積極的な各種事業の推進、北海道立図書館や渡島西部四町を

はじめとする図書館（室）との連携を密にすることに努めます。
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■第３章 子どもの読書活動推進のための方策

子どもの成長過程において、読書は喜びをもたらすだけでなく、豊かな感

性を養い、考える力や創造力、他者への思いやりなどを醸成する上で欠くこ

とができません。また読書活動は、様々な課題を解決する方法を自らの力で

探求する力も育てると考えられます。

このことから、子どもの読書習慣を育むために、発達段階に応じた家庭・

保育園・学校・地域がそれぞれ読書活動を展開し、連携を図りながら読書環

境を整備していくことが求められます。

１ 家庭における子どもの読書活動の推進

子どもが自然に本に親しみを持ち、読書習慣を身につける上で、家庭は大

切な役割を担っています。特に親子のふれあいとなる家庭での自然な読み聞

かせは、温かでしあわせな家族の交流の場となるだけでなく、積み重ねの楽

しい経験として子どもたちの将来の読書習慣を育てると考えられます。

地域では核家族化や共働きなどにより乳幼児との楽しいふれあいの時間を

多く取ることのできない家庭もあるなか、保護者や地域住民に読み聞かせの

楽しさを伝えることが大切となります。また、子育て支援を行うボランティ

ア（※２）の育成を図るとともに支援活動の充実に努めて参ります。

※２【ボランティア（図書室サポーター）】平成２６年度より、図書室サポーター登録制度を開始。読書活動に関わ

る様々な取組にサポーターとして参画する活動。

【推進方策】

（１）関係部署と連携を図り、読書推進と子育て支援の両面からブックスタ

ート事業の推進を図ります。

（２）親子を対象とした講座の開催など、読書活動の啓発に努めます。

（３）子育て支援・読書支援等を行うボランティアの育成に努めます。

（４）各家庭で楽しい読み聞かせが出来るよう、地域での図書活動の充実を

目指します。また、おはなし会など、読み聞かせの楽しさを伝える活

動の展開を図るため、パネルシアター（※３）やエプロンシアター（※

４）など資料の収集・充実に努めます。

※３【パネルシアター】摩擦力を利用して、絵人形をボードに貼り付け物語を届ける手法。

※４【エプロンシアター】エプロンのポケット等を利用して、マジックテープで貼りつく人形で物語を届ける手法。
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２ 保育園における子どもの読書活動の推進

保育園は、乳幼児にとって初めて集団生活を送り、絵本や物語を聞く楽し

さを大勢の友達と共有するところです。子どもたちは保育士から発達段階に

応じた絵本の読み聞かせを通じて、喜びや悲しみなど様々な感情にふれ、豊

かな心を育んでいきます。

このため保育園では、子どもたちが楽しみながら安心して本に親しむ機会

や場を確保するとともに、図書の蔵書整備も図っていくことが大切です。

また、公民館図書室やボランティアと連携を図りながら、読み聞かせやお

話会などを開催するなど、読み聞かせが子どもたちの心の成長を助ける大き

な役割を担っていることを保護者等に啓発することが求められています。

【推進方策】

（１）発達段階に応じた絵本や物語、紙芝居等をいつでも活用できるよう蔵

書の確保に努めます。

（２）絵本等を安心してゆっくり楽しめる機会や場を確保します。

（３）公民館図書室や健康管理センター、ボランティア等と連携を図り、読

み聞かせやお話会など継続的な読書活動の推進に努めます。

（４）家庭での読み聞かせや読書環境の充実が進むよう、様々な情報提供に

努め、親子で本に親しむ機会の拡充を図ります。

３ 学校における子どもの読書活動の推進

子どもたちが多くの時間を過ごしている学校は、子どもの健やかな成長を

支え、読書習慣を形成する上で大きな役割を担っています。

自由な読書から想像力を育て、豊かな心を育む「読書センター」機能と、

確かな知識を多くの情報の中から獲得し、自らの課題を解決していく「学習

・情報センター」機能を合わせもつ学校図書館。この学校図書館の充実を図

ることが大切です。

最近の動向としては、調べ学習（※５）が話題となり、図書館を使って課

題を解決していくことが自主性と喜びをもって学習することにつながる事例

が多く報告されています。このことは、学習・情報センター機能の充実が学

校図書館に求められていることを示しています。

※５【調べ学習】児童・生徒が課題について、図書室（室）を利用したり、聞き取り調査をしたりして結果をまとめ

ること。
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また、学校図書館の利活用が読書環境づくりに大きな影響力をもち、その

役割が重要なことから、平成２６年６月に学校図書館法の一部を改正する法

律案が国会で可決されました。法案要旨によると、学校には司書教諭のほか、

学校司書を置くよう努めること、学校司書の資質の向上を図るため研修会等

の実施に努めることが明記されています。しかし、まだ多くの課題が残され

ており、学校司書に関する国や地方自治体の取組が問われています。

学校では、これらの新しい展開も踏まえた上で、体系的に子どもたちの読

書習慣の形成に努めることが求められています。

【推進方策】

（１）調べ学習や一斉読書、読み聞かせなどの支援に努めるとともに、関係

機関と連携を図りながら情報・資料提供の充実に努めます。

（２）学校全体で学習・読書活動の充実を図るため、学校図書館の有効な利

活用に努めるとともに、子どもたちが自然に足を運びたくなる学校図

書館の環境整備に努めます。

（３）全ての子どもたちが読書活動に関われるよう、蔵書の確保をはじめ、

視聴覚教材の活用、選書等の工夫に努めます。

（４）校内研修や各種研修会等への参加奨励を図り、読書活動に資する取組

の企画・立案に努めます。

（５）子どもたちの長期休暇に対応した図書の貸出をはじめ、読書技術の向

上にも資する読書感想文等に取り組みます。

（６）図書室だよりや推薦リスト等を作成・配付しながら読書活動の推進を

図ります。
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４ 健康管理センターにおける子どもの読書活動の推進

健康管理センターは、乳幼児から高齢者まで全ての住民の健康づくりをは

じめ、子どもたちが心身共に健やかに育つ地域環境と子育てに夢がもてる家

庭環境を目指し、多様な子育て支援を推進しています。

平成２６年度から開始したブックスタート事業をはじめ、ぷちラッコでの

読み聞かせを通じて、保護者に読書活動の大切さについて周知が図られてき

ました。

今後も、子育て支援を通じて、読書活動の重要性を伝えていくとともに、

横断的な連携が図られるよう努めていきます。

【推進方策】

（１）乳幼児の健やかな成長を願い、関係部署と連携を図りながらブックス

タート事業の支援に努めます。

（２）乳幼児とその保護者が交流を深める場において、定期的に読み聞かせ

等できるよう努めます。

（３）親子で楽しめる絵本等の配本事業をはじめ、読書活動関連情報の提供

に努めます。

（４）子育て支援と読書支援等の研修会などに積極的に参加して支援の重要

性を保護者に伝えるように努めます。

５ 中央公民館図書室における子どもの読書活動の推進

公立図書館を設置していない木古内町にとって、公民館図書室は、住民の

読書活動を推進する上で重要な役割を担っています。公民館図書室は、自ら

の課題解決のための情報や興味を抱いた本を自由に手に取れる公立図書館の

機能を少しでも果たせるように努めていくことが大切です。

また、年間を通じて関係機関と連携を図りながら、新刊図書の購入や本の

展示等の工夫、地域の読書活動を支援する図書サポーターやサークルの育成、

さらには、日頃利用の少ない中・高校生を対象とした１０代の青少年の読書

活動の推進に努めます。
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【推進方策】

（１）司書を配置しながら、各期の幅広いニーズに即した資料の収集整理・

保存活用に努めます。

（２）子ども読書の日を中心に、読書週間や長期休業等を活用した各種事業

の開催・体験を通じて読書活動の啓発に努めます。

（３）関係機関と連携を図り、ブックスタート事業や読み聞かせなど子育て

支援を通じた読書活動の推進に努めます。

（４）なかよし移動文庫（※６）や図書の宅配、本の配本事業（※７）を通

じて本に親しむ機会の充実に努めます。

（５）調べ学習や就業体験等に対応できる蔵書の確保・体制を整備すること

に努めます。

（６）中・高生のコーナーの充実を図り、利用促進に努めます。

（７）公民館図書室を支援するボランティアの育成を図り、読書活動の推進

に努めます。

（８）公民館で開催している事業に合わせた本の展示コーナーを設け、興

味関心を深める選書の工夫に努めます。

（９）関係機関との蔵書データベースの共有を目指し、管理運営を円滑に

進めるための図書システムの導入を検討・推進していくことに努めま

す。

（10）各種研修会等へ積極的に参加し、各種情報の収集に努めるとともに、
関係機関と連携を図りながら事業の推進に努めます。

※６【なかよし移動文庫】２ヶ月に一度程度入れ換えを行いながら、公民館図書室の所蔵本を小学校や健康管理セン

ターにコーナーを設け貸し出しする事業。

※７【本の配本事業】公民館図書室の蔵書を中学校等に集中配本を行う貸し出し事業。
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■第４章 読書活動推進の啓発・広報の取組

「木古内町子どもの読書活動推進計画」の推進の意義やその重要性につい

て住民の関心を深めるために、各種情報提供をはじめ、事業の開催を通じて

読書活動推進の啓発・普及に努めるとともに、広く住民に周知を図るため広

報活動の充実に努めます。

【推進方策】

（１）図書だよりの発行をはじめ、推薦リストの紹介など町広報等を活用し

ながら、住民に広く周知を図ります。

（２）優良図書として選定された図書の紹介をはじめ「子ども読書の日」や

「こどもの読書週間」に合わせた各種事業の開催について、関係機関

と連携を図りながら取り組んでいきます。

（３）青少年読書感想文全国コンクールの課題図書並びに推薦図書などの普

及活動に努めます。

（４）読書活動推進に関する講演会や「読書まつり」等啓発事業の開催に努

めます。
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■第５章 計画を推進するにあたっての連携

「木古内町子どもの読書活動推進計画」の推進にあたっては、教育委員会

を中枢とした公民館図書室をはじめ、小・中学校図書館、各保育園、健康管

理センター、書店、北海道立図書館など、関係機関との連携を深め実施調整

にあたるほか、住民や図書室サポーターの参画を基本とします。

本計画の評価については、公民館運営審議会において協議することとし、

関係機関からの評価を合わせ検証を図ります。

【推進方策】

（１）公民館運営審議会の中で本計画の検証を図ります。

（２）各機関の職員やボランティアは連絡を密にし、互いに情報共有に努め

ネットワーク化を視野にいれ連携を図ります。

（３）司書をはじめ、生涯学習に関わる担当者等の各種研修会への参加奨励

に努め、担当者間の連携と資質向上を図ります。

（４）各種事業を通じて、住民の意見を聴取できる場の提供を図ります。

（５）公民館図書室では、図書担当者やボランティアと連携を図りながら、

読書活動の推進に関わる普及・啓発活動をはじめ様々な情報の提供に

努めます。
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資料編

健康管理センター

永盛保育園

木古内保育園

住 民・図書室サポーター

木古内町役場・公民館

公民館運営審議会

木古内中学校木古内小学校

家 庭

書店・町内外業者

北海道立図書館

木古内町中央公民館図書室
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１ 子どもの読書活動の推進に関する法律

平成１３年１２月１２日

法律１５４号

（目的）

第一条 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）

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。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）

第三条 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）

第四条 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）

第五条 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）

第六条 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）

第七条 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。
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（子ども読書活動推進基本計画）

第八条 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）

第九条 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）

第十条 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、四月二十三日とする。

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）

第十一条 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。



- 15 -

附則

この法律は、公布の日から施行する。

○ 衆議院文部科学委員会における附帯決議

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環

境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにする

こと。

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読

書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむこ

とができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努め

ること。

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊

重すること。

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主

的判断に基づき提供に努めるようにすること。

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への

子どもの参加については、その自主性を尊重すること。



- 16 -

２ 学校図書館法一部改正に関する資料

学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成二十六年六月十九日

参議院文教科学委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、学校図書館が子供の育ちを支える重要な拠

点であることに鑑み、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 政府及び地方公共団体は、専門的知識や技能を必要とする学校司書の職務の

重要性に鑑み、学校司書の配置を進めること。その際、現在の配置水準が下

がることのないよう留意するとともに、その配置の在り方について、将来的

な学校司書の定数化や全校配置を含め、検討を行うこと。

二 政府は、地方財政措置など学校司書の配置の促進のために現在講じられてい

る取組の充実に努めるとともに、地方公共団体に対し、その趣旨を丁寧に周

知すること。

三 政府及び地方公共団体は、学校司書の職務が、継続的な勤務に基づく知識・

経験の蓄積が求められるものであること等に鑑み、学校司書が継続的・安定

的に職務に従事できる任用・勤務条件の整備に努めること。

四 政府は、司書資格の保有状況など学校司書に係る実態調査を速やかに実施す

ること。また、その結果を踏まえ、学校司書の教育的役割を十分に考慮した

位置付け、職務の在り方、配置の促進、資質の向上のために必要な措置等に

ついて、検討を行うこと。

五 政府及び地方公共団体は、司書教諭の職務の重要性を踏まえ、十一学級以下

の学校における司書教諭の配置の促進を図ること。

六 政府及び地方公共団体は、多くの司書教諭が学級担任等を兼務しており、学

校図書館に係る業務に時間を費やすことが困難である現状に鑑み、担当授業

時間数の軽減等の校務分掌上の工夫など司書教諭がその役割を十分果たすこ

とができるよう、検討を行うこと。

七 政府は、司書教諭及び学校司書について、平成九年の学校図書館法の一部改

正時の衆参両院における附帯決議のほか、今後の実態調査等を踏まえ、職務

の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

右決議する。


