
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今金町教育委員会 
  

 

今金町図書振興計画 

第３次今金町子ども読書活動推進計画 

 計画期間 2019年度～2023年度  

  

  

▲今金町民センター図書室の様子 ▲本の特集展示（バレンタイン） 

▲ブックスタート事業 ▲移動図書館車ブックンイベント出張の様子 
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１．今金町図書振興のこれまでの取り組み 

 本町では、今金町図書振興計画および子ども読書活動推進計画に基づき、子どもと子育て

層の読書活動の推進を重点課題とし、今金町民センター図書室と学校、その他の関係機関お

よび民間団体との連携の強化、体制の整備・充実を図る様々な取り組みを行ってきました。 

 

図書振興の中心施設である今金町民センター図書室は、昭和 48 年の山村開発センターオ

ープンとともに農業委員会資料室及び研修室として開設されたのがはじまりです。その後今

金町民センター図書室と改称されました。近年は教育委員会が図書振興を学力向上や生涯学

習の中心施策として推進してきたことの効果で、開設当初に比べ大きく貸出利用が増加する

とともに、利用者ニーズの多様化が進んでいます。床面積が 143m2と一般的な町立図書館

と比べ 1/3以下の面積しかないことから、学習機能や視聴覚閲覧、ボランティア活動、一般・

児童閲覧スペース、展示スペース、作業スペース、書庫スペース等、すべての機能において

利用者の不便を来している状況にあります。資料数は昭和 59 年時点で約 1 万冊、平成 29

年度時点で約 3万冊となり、増加し続ける図書室資料に対し施設が狭あい化している状況で

す。また、図書室が 2階にあることで、身体障がい者や高齢者、ベビーカー利用者等の利用

を遠ざける結果となっており、図書振興の推進に大きな足かせとなっています。 

 

このような中、昭和 63 年度に提出された社会教育委員会の答申書「社会教育施設の在り

方」の中で、生涯学習社会の実現を見据えた図書館整備の必要性が示されました。平成 14

年度には、複合文化施設“21”IMAKANE 交流施設建設構想委員会から提出された基本構

想に、図書館機能が明確に位置付けられていましたが、財源上の課題と現有施設の改修が最

重要課題であるとの認識から、平成 16 年に計画が凍結されました。平成 21 年度には、社

会教育３委員会の連名による「今金町における生涯学習施設利用促進方策について」が答申

され、この中で「今後の空き施設の動向を見極め、町民にとって利用しやすい図書環境の整

備を行う」こと、「特にお年寄りや子どもたちが気軽に立ち寄れるようにするなど、総合的な

図書サービスが受けられる「図書館」としての整備が望ましい」との提言がなされ、改めて

図書館整備の必要性が訴えられました。平成 23 年度には、認定こども園の開設に伴って空

き施設となる保育所施設の利活用案として、図書館への転用構想が打ち出されましたが、改

修費用と耐用年数とが釣り合わないこと、また立地的な課題が解消されないこと等から、本

構想は撤回されました。併せて平成 25 年度以降に図書館として新築する整備方針が示され

ました（第 5 次総合計画実施計画）。平成 27 年 1 月、町長は総合体育館建設の改築に合わ

せて図書館を併設する形で作業を進めたいとの意向を表明しました。これには、過疎化自治

体における公共施設のコンパクト化という将来構想の観点から、老朽化の激しい役場庁舎（昭

和 41 年築）の機能を補完する防災拠点施設としての機能をはじめ、子育て支援機能、高齢

者健康増進機能等をもたせる複合施設としての整備方針が込められたものです。平成 27 年

5 月に総合体育館・図書館建設構想委員会が発足し、1 年間かけて複合施設としてのあり方

を議論し、「今金町総合体育館・図書館建設基本構想」が答申されましたが、平成 29 年 3

はじめに 



月定例町議会において総合体育館・図書館建設に係わる予算が修正され、図書館の建設が先

送りされることとなりました。 

 

現在も今金町民センター図書室を拠点として、様々な団体や関係機関と連携を図りながら

町全体での図書振興を推進していますが、子どもからお年寄りまでのすべての今金町民が気

軽に利用できるよう推進するためには新たな施設が必要と考えます。 

 

【図書振興の取り組み経過】 

・平成 15年度  受付事務員に司書有資格者を配置。読み聞かせボランティアが発足し 

以降絵本の読み聞かせ会や定期的な学校訪問が定着。図書関連団体が 

それぞれの特色を生かした活動を行うなど発展的に継続中。 

・平成 16年度  各関係機関からなる今金町図書振興会議が発足。今金町図書振興計画 

が策定され、「生きている図書室」を目標とした町全体の図書振興の取 

り組みがスタート。「いまかね図書まつり」が実行委員会主催で開催さ 

れ、以降発展的に継続中。 

・平成 18年度  北海道立図書館から移動図書館車を寄贈され、巡回事業がスタートし 

地域への資料提供に貢献。ブックスタート事業を開始、乳幼児期から 

の普及啓発を図る。今金町子ども読書活動推進計画（第 1 次）策定。 

・平成 21年度  八雲町立図書館との連携事業「本のふれあい便」運行が開始され、町 

民の読書環境と利便性の向上が図られる。 

・平成 22年度  第 33回北海道子どもの本のつどい今金大会の開催、ボランティア団 

体ネットワーク体制が構築される（今金町が事務局）。いまかね絵本『だ 

いすき！だんしゃくくん』が関係機関（幼児教育担当者・農業関係者・ 

読み聞かせボランティア等）からなる団体により刊行。 

・平成 23年度  読み聞かせボランティア団体が子どもゆめ基金を活用し、絵本作家を 

招へいした講演会等の図書普及事業を開催（以降 3カ年継続）。 

・平成 24年度  読書と作文のまちワーキングチームが設置され、学校教育や社会教育 

事業とともに全町的な図書普及活動が推進される。今金町子ども読書 

活動推進計画（第 2次）策定。 

・平成 25年度  今金町民センター図書室の夜間開室を試行し、貸出利用が増える。第 

10回いまかね図書まつり 10周年記念事業が開催される。今金小学 

校 PTAが写真絵本づくり体験事業を開催し、以後継続。日本協同教 

育学会第 10回全国大会で今金町が「読書と作文のまち」の事例発表 

を行う。 

・平成 26年度  今金町民センター図書室夜間開室を週 2日実施開始。読書と作文のま 

ちワーキングチーム発案図書ポイント制「としょぽ」の運用開始、貸 

出利用が大幅に増加。今金中学校司書派遣事業を開始し、学校図書館 

の環境整備を行う。日ハム読書応援企画展の開催、土曜学習事業との 

タイアップで書評合戦「ビブリオバトル」を開催。 

・平成 27年度  今金中学校司書派遣事業学校図書館オリエンテーション実施。 

・平成 28年度  いまかね絵本『だいすき！だんしゃくくん』のイラストレーター来町、 



土曜学習事業とのタイアップでワークショップ開催。認定こども園い 

まかねの図書室整備のため司書を派遣、助言。 

 ・平成 29年度  今金町民センターの部屋を活用した学習室開放事業実施、以降発展的 

に継続中。 

 ・平成 30年度  今金町民センター図書室リニューアルを実施し、学習閲覧席や閲覧ス 

ペースの整備などを行う。まちかど文庫を 2か所増設。講談社全国訪 

問おはなし隊により、種川へき地保育所と種川小学校の子どもたちへ 

の読書普及活動実施。今金町図書振興計画、今金町子ども読書活動推 

進計画（第 3次）策定。 

 

 

２．町民が図書施設に期待すること 

 平成 27 年度、今金町総合体育館・図書館建設構想委員会が「総合体育館・図書館建設に

伴う意見」アンケート調査を実施しました。その中で、図書室に関する現在の施設に不満な

点や新しい施設に対する提案・要望から、町民がこれからの図書施設に期待することが見え

てきました。 

 

【町民が期待する図書施設の機能】アンケート結果より要約 

●勉強に使える学習スペース     ●子ども・親子が交流できる読み聞かせスペース 

●視聴覚スペース          ●郷土史料のコーナーや保存機能 

●気軽に集える喫茶風なスペース   ●誰でも利用できるバリアフリー環境 

●蔵書の充実            ●インターネット環境の整備 

●利用時間の拡充や専門性など図書館サービスの充実        など 

 

 この結果から、町民は図書施設に対して、交流の場・憩いの場などのコミュニティ

センターとしての機能を期待していることがわかります。子どもからお年寄りまでが、

本を通した子どもと親子の交流、友達同士で一緒に勉強できる環境、サークル仲間で趣味を

深められる場としての図書施設の存在が期待されているといえます。 



３．計画策定にあたって 

 現在の今金町民センター図書室では、図書施設に期待されている「交流の場・憩いの場な

どのコミュニティセンターとしての機能」を発揮できていない現状にあります。子育て中の

親子が他の親子や地域住民と交流するスペースや、高齢者が顔を合わせて気軽に集って談話

できる交流スペース、ボランティアサークルの活動の場、学生が学習や調べものができて共

同学習ができる場、ランチをしながら気軽に集える場などが必要とされていますが、現状の

図書室の規模や環境では期待に応えることができていません。育児の孤立や高齢者の孤立、

若者のコミュニケーション不足などを解消していくため、また、生涯学習を応援するために

も、子どもからお年寄りまですべての今金町民が気軽に利用できる新たな施設が必要と考え

ます。第 5次今金町総合計画に示されている「建設予定の図書館の整備」を視野に入れなが

ら、今金町全体での図書振興推進のための実施計画を策定します。 

 

【本計画策定の経過】 

 平成 30 年度今金町図書振興会議委員を策定委員とし、下記のとおり審議を行い計画を策

定しました。 

 

＜審議の経過＞ 

平成 30年 9月 27日（第 1回）計画策定の概要説明、事務局原案の提示 

      10月 12日（第 2回）実施計画の意見聞き取り 

（事前提出の意見書をもとに聞き取りを実施） 

      11月 16日（第 3回）計画の策定 

 

＜策定委員（平成 30年度今金町図書振興会議委員）＞ 

（氏 名）      （所 属） 

田 中 俊 一   今金町図書振興会議会長（今金町教育委員会教育長） 

池 田 やよい   認定こども園いまかね・今金町子育て支援センター 

山 本 裕 子   今金小学校 

金 子 由 恵   種川小学校 

平 山 愛由美   今金中学校 

田 中 博 昭   北海道今金高等養護学校 

三 上 沙 織   北海道檜山北高等学校 

苅 屋 滋 子   今金町社会教育委員会 

秋 山 道 子   大型紙芝居じゃがいもの花 

杉 林 怜 奈   今金町保健福祉課（保健師） 

工 藤 美 香   今金町社会福祉協議会 

小田島 輝 志   今金町文化財保護委員会（委員長） 

 

  



 

 

 

 

１．計画の目的 

 この計画は、町民の生涯にわたる学習活動を支え、課題解決の支援や的確な情報サービス

など幅広い観点から社会貢献するため、今金町民センター図書室を中心施設とした今金町民

すべての人への図書振興の推進を図ることを目的とします。 

 

２．計画の期間 

この計画の期間は、2019年度～2023年度までの 5カ年とし、必要に応じて計画を見直

します。 

 

３．計画の位置づけ 

 この計画は、地域経営※をすすめる指針として策定された第 5 次今金町総合計画の将来像

「みんなで育てる確かな『地域力』心織りなす今金物語」を実現するための計画の一つです。 

 総合計画の将来像にある「確かな地域力」である“確かな安心力”“確かな人間力”“確か

な産業力”を維持・増強するために 3つの基本目標があります。その中の一つ「いきいき今

金 ～育ち、輝く地域人～」（育ち、輝く地域人を育成する「いきいき 今金」）を目指すため

に、今金町教育委員会では、教育行政推進施策として「読書と作文のまち」づくりを掲げて

います。家庭、学校、地域、行政それぞれがもつ教育的機能を効果的に発揮し、子どもと大

人ともに力を合わせ暮らすことのできるまちづくり推進のため、「今金町図書振興計画」「第

3 次今金町子ども読書活動推進計画」を策定し推進します。また、教育委員会社会教育では

「第 5次今金町社会教育中期計画」を策定しています。社会教育中期計画を進める方策の一

つとして「今金町図書振興計画」「第 3 次今金町子ども読書活動推進計画」があり、この 2

つの計画は相互に関連するものです。（次ページ参照） 

 

※地域経営：役場だけではなく、町民、団体・企業など地域全体が関わる行政運営。 

 

４．計画の基本方針 

 

 

 今金町における図書施設は町民の生涯にわたる学習活動を支え、課題解決の支援や的確な

情報サービスなど幅広い観点から社会貢献することが望まれます。また、乳幼児から高齢者

まで町民すべての学習活動に対応するため、誰でもが気軽に利用できる施設でなければなり

ません。直接利用が困難な人々の地域格差をなくすための巡回サービスも必要です。 

資料は日々増加し、利用者も増加します。資料の形態やサービスの内容など、図書施設に

求められるものは時代とともに日々変化していきます。このような変化と成長に対応し、町

民とともに図書施設を育てていくことを目指し、今金町民センター図書室を中心施設とした

図書振興の基本方針を「いつでも、どこでも、誰でもが、利用したいと思う“生きている図 

 

第 1章 計画の概要 

「いつでも、どこでも、誰でもが、利用したいと思う“生きている図書施設”」 

書施設”」とします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の位置づけ  

第
５
次
今
金
町
総
合
計
画 

将来像 

みんなで育てる確かな『地域力』 

心織りなす今金物語 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

 

 

基本方向 

 地域の宝を活かす 

まちづくり 
 
人々の定住を 

促進する 

まちづくり 

 
みんなで支えあい、 

みんなで拓く 

まちづくり 

基本目標 

 
あんしん今金 

～安全・安心な暮らし～  
いきいき今金 

～育ち、輝く地域人～  
はつらつ今金 

～力強い地域産業～ 

政策分野 17本 
 

社会教育 

●「いつでもどこでもだれでもが、生涯を通じて」学び続け 

られる生涯学習を推進。 

●町民の自主的な活動を活性化、生涯学習の拠点施設の充実。 

●町民の読書環境の充実、文化財・伝統文化の保存と継承。 

基本施策 17本 
 

社会教育の目指す姿 

町民一人一人が、それぞれの年代や

ライフスタイルに応じて、学び、創

る活動を楽しみ、ともに心豊かに生

活できるまちづくりを推進します。 

基本計画 10 社会教育 

行政の取組 6本 
 

読書活動の推進 

●建設予定の図書館の整備 

●蔵書の充実化 

●イベント活動やボランティア団体への支援 

●子どもの読書環境向上をねらいとした子育て層への支援 

●高齢者・障がい者への配慮あるサービス 

●近隣町との連携・情報交流 
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も読書活動

推進計画 

 



５．計画の構成 

 この計画は、３つの柱の下に７つの施策の方向を置き、それぞれに具体的な施策を位置づ

けます。また、柱３「子どもの成長をサポートする」を第３次今金町子ども読書活動推進計

画の一部とし、相互に関連する計画として推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７つの施策の方向 ３つの柱 １６の具体的な施策 

①蔵書の維持と更新 

②様々な形態の資料の充実 

③効果的な蔵書管理 

①レファレンスサービスの充実 

②生涯学習機会の提供 

③利用しやすい施設の整備 

①関連機関との連携による、各地域 

における図書施設サービスの充実 
 

②ボランティアとの連携強化 

①地域資料の収集と提供 

②地域資料の保存 

①行政情報の町民への提供 

①団体貸出・巡回図書の充実 

②司書等人材の派遣 

 

（１）家庭での取り組み （２）認定こども園・保育所での取り組み 

（３）学校での取り組み （４）学童保育所・子どもの居場所での取り組み 

（５）地域（ボランティア）での取り組み （６）町での取り組み 

（７）今金町における図書施設での取り組み 

①乳幼児・児童・青少年資料の充実 

②行事の実施と情報の発信 

③ヤングアダルトサービスの実施 

第３次今金町子ども読書活動推進計画 

１-（１） 

町民の知的要求・学習要求に応

えられる蔵書の収集と維持管理 

１-（２） 

図書施設機能を活用した、 

生涯学習機会の提供と充実 

１-（３） 

関連機関との 

ネットワークの充実 

２-（１） 

今金町の歴史・文化の 

保存と継承 

２-（２） 

行政の情報拠点 

３-（１） 

発達に応じた 

豊かな読書のための環境整備 

３-（２） 

学校図書館等との連携の強化 

１．町民の学びを支える 

２．地域の文化を継承し、 

まちづくりを支える 

３．子どもの成長を 

サポートする 

今金町図書振興計画 体系図 

「交流の場・憩いの場など多様な機能をあわせもった図書施設」にむけての取り組み 

「読書と作文のまち」づくり 



 

 

 

 

 町の公共の図書館（室）は、地方公共団体が設置する公の施設であると同時に、教育委員

会が管理運営する教育機関でもあり、教育や文化、生活や仕事などに深く関わっています。

知識基盤社会において、地域の知識・情報・文化の拠点としての存在意義が高まっています。

このような状況をふまえ、今金町における図書施設では、効果的な図書施設サービスを推進

するとともに、今金町の実情に即した事業展開を行っていきます。 

 基本方針である「いつでも、どこでも、誰でもが、利用したいと思う“生きている図書施

設”」をめざすため、3つの柱を設定します。この 3つの柱の下、7つの施策の方向と 16の

具体的な施策に基づき、実施事業を定めます。 

 

 

１．町民の学びを支える 

現代の図書館（室）は、趣味や教養を深める役割や、町民の持つ様々な課題解決のための

資料や情報を迅速かつ的確に提供する役割があります。このため、今金町における図書施設

は、社会情勢や生活の変化に応じた情報の収集および提供を行うとともに、身近な図書施設

として町民ニーズに対応し、町民の生涯にわたる学習活動を支えていきます。 

 また、すべての町民がサービスを等しく享受できるよう、図書資源を利用するに当たって

の住居地域や心身の障害等による利用しにくさを解消できるような工夫を行うとともに、職

員の能力の向上や関係機関との連携によるサービスの充実を目指します。 

 

（１）町民の知的要求・学習要求に応えられる蔵書の収集と維持管理 

 

①蔵書の維持と更新 

  社会情勢や町民需要に応じた適正な蔵書の維持と更新を図ります。 

 

 ②様々な形態の資料の充実 

  町民の趣味教養に資するため、図書や雑誌、視聴覚資料の充実を図ります。日常生活や 

仕事上の疑問等各種課題解決に対応できる資料の充実を図ります。また、図書を利用する 

上でハンディキャップがある方がそれぞれの状況に応じた資料を利用できるよう、障がい 

者向け資料の収集に努めます。 

 

 ③効果的な蔵書管理 

  蔵書のデータ化を図ります。また、蔵書管理システムの導入の検討を進めます。 

 

 

 

  

第 2章 取り組み内容と実施計画 



（２）図書施設機能を活用した、生涯学習機会の提供と充実 

 

 ①レファレンスサービスの充実 ※利用者が資料や情報を探したり調べたりするのを手伝うサービス 

  町民の調査研究活動を支援します。的確に資料を探し出せるよう、案内・回答機能の充 

実を図ります。また、職員研修により司書のレファレンス技量の向上に努めます。 

 

 ②生涯学習機会の提供 

  読書会や資料展示会等の主催による生涯学習機会を提供します。また、行政、企業、学 

校等との連携を促進し、地域の抱える課題に対応し、実情に即した生涯学習機会を提供し 

ます。 

 

 ③利用しやすい施設の整備 

  閲覧・学習スペース、子ども・親子や地域の人々の交流の場など、滞在型利用やコミュ 

ニティーセンターとしての利用に対応した図書施設作りに努めます。また、開室時間の拡 

充の検討を進めます。 

 

（３）関連機関とのネットワークの充実 

 

 ①関連機関との連携による、各地域における図書施設サービスの充実 

  社会教育施設等関連機関との連携や活用等について調整を行い、各サービスポイントに 

おけるサービス内容の整理・充実を図り、町全体での図書振興に努めます。 

 

 ②ボランティアとの連携強化 

  図書施設においてボランティアによる活動は、読書活動普及のための大きな役割を担う 

とともに、町民参加型の図書室作りの要になります。図書ボランティアとの連携を強化し、 

その活動を支援します。 

 

  



柱１ 町民の学びを支える 

■施策の方向 １-（１）町民の知的要求・学習要求に応えられる蔵書の収集と維持管理 

具体的な施策① 蔵書の維持と更新 

   実施事業１ 新規資料の受け入れと劣化資料の買い替え 

具体的な施策② 様々な形態の資料の充実 

   実施事業１ レファレンスブックの充実 

  実施事業２ 障がい者向け資料（大活字本・点字資料など）の充実 

具体的な施策③ 効果的な蔵書管理 

   実施事業１ 蔵書のデータ化 

   実施事業２ 蔵書管理システム導入の検討 

■施策の方向 １-（２）図書施設機能を活用した、生涯学習機会の提供と充実 

 具体的な施策① レファレンスサービスの充実 

   実施事業１ パスファインダーの作成 ※あるテーマに対して情報資源や探索方法を紹介する資料 

   実施事業２ レファレンスツールとしてのデータベース導入の検討 

具体的な施策② 生涯学習機会の提供 

  実施事業１ 読書会・資料展示会等の実施 

  実施事業２ イベントの開催や地域イベントへの参加協力 

 具体的な施策③ 利用しやすい施設の整備 

   実施事業１ 滞在型利用やコミュニティーセンターとしての利用に対応した環境整備 

   実施事業２ 開室時間拡充の検討 

■施策の方向 １-（３）関連機関とのネットワークの充実 

 具体的な施策① 関連機関との連携による、各地域における図書施設サービスの充実 

   実施事業１ 移動図書館車ブックン巡回地域の整理、拡充の検討 

   実施事業２ まちかど文庫の増設、マップ作成 

   実施事業３ 幼児・保育施設や各種団体等の活動の一環としての図書施設利用促進 

 具体的な施策② ボランティアとの連携強化 

   実施事業１ ボランティア団体と連携したイベントの実施 

   実施事業２ ボランティア団体の集会や研修会の実施 

 

  



２．地域の文化を継承し、まちづくりを支える 

 今金町の歴史・文化・自然・産業・行政等についての地域資料は、今金町への理解と愛着

を深め、地域の魅力を高める町民の大切な財産です。また、その地域の行政資料、歴史や文

化などがわかる資料を集め、提供・保存することは、図書施設の重要な役割の一つです。 

 今金町における図書施設は、町民誰でもが地域の情報を得られるよう環境整備をし、行政

の情報拠点として今金町の魅力や情報を発信し、まちづくりに貢献できる図書施設を目指し

ます。 

 

（１）今金町の歴史・文化の保存と継承 

 

 ①地域資料の収集と提供 

  地域の歴史、文化、行政などに関する資料、並びに地域または地域に関わりが深い個人 

や団体に関する資料の積極的な収集を進めます。利便性の向上を図るため、資料や情報を 

体系的に整理し、提供していきます。 

 

 ②地域資料の保存 

  地域の歴史や文化、行政の記録を後世に継承していくために、地域の資料や情報を蓄積 

し、保存に努めます。また、貴重な資料の劣化防止のための電子化を進めます。 

 

（２）行政の情報拠点 

 

 ①行政情報の町民への提供 

  行政の情報窓口として、行政各部署と連携し町民生活に必要な情報を収集、整理し提供 

に努めます。 

 

柱２ 地域の文化を継承し、まちづくりを支える 

■施策の方向 ２-（１）今金町の歴史・文化の保存と継承 

 具体的な施策① 地域資料の収集と提供 

   実施事業１ 地域行政等資料の収集（行政発行資料や新聞記事の収集等） 

   実施事業２ 地域行政資料の体系的な整備 

   実施事業３ 今金町の歴史に関する本の読み聞かせ等の活用による、歴史に触れる機 

会の設定 

具体的な施策② 地域資料の保存 

  実施事業１ 各地域や行政各部署、ピリカ旧石器文化館にある地域資料の把握、連携 

した保存と活用 

   実施事業２ 資料の電子化（著作権上可能なもの） 

■施策の方向 ２-（２）行政の情報拠点 

 具体的な施策① 行政情報の町民への提供 

   実施事業１ 行政各部署や関連団体と連携した情報発信 

  



３．子どもの成長をサポートする 

 読書は、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す。今金町の子ども

たち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、地

域社会が子どもの読書環境を整備することが重要です。 

 今金町では、子どもの読書活動について「今金町子ども読書活動推進計画」として、平成

18年度から第 1次計画、平成 24年度から第 2次計画を策定し推進してきました。平成 31

年度からは、地域社会全体で読書活動が活発に行われるよう「今金町図書振興計画」の章の

一つに位置づけます。また、本柱を「今金町子ども読書活動推進計画（第 3次計画）」の中

の「今金町における図書施設の取り組み」として位置づけ、相互に関連する計画として推進

します。 

 

（１）発達に応じた豊かな読書のための環境整備 

 

 ①乳幼児・児童・青少年資料の充実 

  子どもの読書活動を推進するため、子どもの発達に応じて豊かな読書体験ができるよう 

な資料の収集・更新に努めます。 

 

 ②行事の実施と情報の発信 

  子どもと本を結びつけるために、年齢に応じておはなし会などのイベントを開催し、子 

どもが読書に親しむ機会の提供に努めます。更に、年齢別ブックリストの作成と配布を行 

い、子どもの読書活動を支援します。また、子どもに係わる様々な部署との連携を深め、 

子どもの読書活動に関する情報発信に努めます。 

 

 ③ヤングアダルトサービスの実施 

  本離れが著しい中学生・高校生のヤングアダルト世代に向けて、進路や就職、生き方な 

どへの理解を深められるような資料の充実と提供に努めます。また、参加型イベント等の 

実施により、図書施設の利用促進を図ります。 

 

（２）学校図書館等との連携の強化 

 

 ①団体貸出・巡回図書の充実 

  町中心部から離れている学校等や一人で出かけられない子どもたちへ、団体貸出や移動 

図書館車の巡回により利用促進を図ります。 

 

 ②司書等人材の派遣 

  司書等人材派遣を通じ、図書環境整備のアドバイスや、子どもたちへの読書相談・調べ 

学習でのアドバイス、教職員の教材集め・調べ学習を実施する際の手助けなどを行いま 

す。 

  



柱３ 子どもの成長をサポートする 

■施策の方向 ３-（１）発達に応じた豊かな読書のための環境整備 

 具体的な施策① 乳幼児・児童・青少年資料の充実 

   実施事業１ 子どもの発達段階に応じた資料の収集・更新 

   実施事業２ 障がいのある子に適した蔵書の整備、利用促進 

具体的な施策② 行事の実施と情報の発信 

   実施事業１ ブックスタートの実施 

   実施事業２ 年代別のおはなし会の実施 

   実施事業３ 年齢別ブックリスト作成・配布 

   実施事業４ 保護者向けの、子どもの読書活動による効果等の啓発 

具体的な施策③ ヤングアダルトサービスの実施 

  実施事業１ 中学生・高校生のもつ課題解決（学習、生活、進路等）を支援するため 

の資料の提供 

   実施事業２ 図書施設と中学生・高校生を結びつけるイベントの実施 

   実施事業３ 中学生・高校生の「学習・情報センター」としての利用促進 

■施策の方向 ３-（２）学校図書館等との連携の強化 

 具体的な施策① 団体貸出・巡回図書の充実 

   実施事業１ 授業テーマに沿った資料の団体貸出や移動図書館車巡回 

 具体的な施策② 司書等人材の派遣 

   実施事業１ 司書等派遣の実施や助言による支援 

 

  



 

 

 

 

１．計画の概要 

 

（１）計画の目的 

この計画は、子どもたちが夢と希望を持ち、健やかに育つために、家庭・学校・地域・行

政が一体となり、子どもたちの生活全体を見直し、生活体験や自然体験などの様々な活動と

ともに読書に親しむ気運を高めることを目的とします。 

 

（２）計画の位置づけ 

この計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」および「北海道子どもの読書活動推

進計画（第四次計画）」に基づいて策定した計画で、今金町においても地域社会全体で読書活

動が活発に行われるよう「今金町図書振興計画」の章の一つに位置づけます。 

 

（３）計画の対象と各期の特徴 

 この計画は、0歳からおおむね 18歳を対象とします。 

 また、子どもの読書活動は、発達の段階に応じて取り組むことが重要であることから、こ

の間を大きく 4つの期間（乳幼児期、小学生期、中学生期、高校生期）に分けて、各期にお

ける特徴に応じて推進します。 

 

乳幼児期（0歳～6歳）「本に出会う」 

3 歳までには、徐々に自分の意思や欲求を言葉で表出できるようになるとともに、文字の存在を意

識し絵本に興味を示すようになります。この時期は絵本や物語などに親しみ、保護者等の周りにいる

大人からの語りかけや言葉のやりとりを通じて、気持ちを通わせることが大切です。 

4 歳以上になると、日常生活に必要な言葉が分かるようになり、かな文字も全部読めるようになっ

てきます。この時期は、絵本や物語を読んでもらうことなどにより、その内容を自分の経験と結び付

け、想像を巡らせるなどして、読書の楽しみを十分に味わうことが大切です。 

小学生期（6歳～12歳）「本に親しむ」 

 低学年は、本を読む習慣がつき始める時期であり、文字で表された場面や情景をイメージすること

ができるようになってきます。この時期は、読み聞かせなどにより、いろいろな本に親しんだり読書

を楽しんだりすることが大切です。 

 中学年は、多くの本を読むことができるようになるとともに、本を終わりまで読み通すことができ

るようになってきます。この時期は、幅広いジャンルの本に親しみ、読書を通して必要な知識や情報

を得るようにすることが大切です。 

 高学年は、目的に合った本を読むようになり、内容を評価することができるようになってきます。

この時期は、日常的に読書に親しみ、読書を通して自分の考えを広げるようにすることが大切です。 

中学生期（12歳～15歳）「本から学ぶ」 

中学生期は、多くの本の中から自分に合った本を選択することができるようになってきます。また、

共感・感動する本に出会うと、何度も読むようになります。この時期は、本や文章には様々な立場や

考え方が書かれていることを知るとともに、読書が自分の生き方や社会との関わり方を支えてくれる

ことを実感することが大切です。 

高校生期（15歳～18歳）「本と生きる」 

高校生期は、読書の目的や資料の種類に応じて、適切な読書技術によって読むことができるように

なってきます。この時期は、自分の読書生活を振り返り、読書の幅を広げるとともに、読書習慣を身

に付け、生涯にわたって読書に親しむようにすることが大切です。 

第 3章 第 3次今金町子ども読書活動推進計画 



２．取り組み内容と実施計画 

 

（１）家庭での取り組み 

 子どもの読書習慣は日常の生活を通して形成されるものであり、読書が生活の中に位置付

けられ継続して行われるよう、保護者が子どもの読書活動の機会の充実及び読書習慣の定着

に向けて積極的に取り組む必要があります。 

 このため、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだりするなど、家庭での読書活

動を通して家族のコミュニケーションを図る「家読（うちどく）」※に取り組むことにより、

子どもが読書に親しむきっかけをつくるとともに、読書に対する興味や関心をもたせるよう

に子どもに働きかけることが望まれます。 

 保護者自身も読書を楽しみ、子どもとともに読書に親しむ機会づくりをし、子どもの生涯

にわたる「読書の芽」を育てます。 

 

※家読（うちどく）：家庭での読書を通して家族のコミュニケーションを図ろうという取り組みのこと。 

 

■家庭での取り組み 

①保護者による絵本や物語の読み聞かせ 

②家族で図書施設や書店に足を運び、本に親しむ 

③家族で読み聞かせ会等図書イベントに参加し、本に親しむ 

④工作の本を親子で読んで実際に作ってみるなど、体験の機会を結びつける 

⑤保護者自身が、図書イベント等も活用しながら読書に親しむ 

 

 

（２）認定こども園・保育所での取り組み 

 乳幼児期は、絵本の読み聞かせなどをとおして新たな世界に興味や関心を広げる時期であ

ると言われており、認定こども園・保育所では、子どもが様々な本に触れる機会を増やすこ

とが望まれます。 

 あらゆる機会を通じて読書の楽しさに触れるための読み聞かせを推進することにより、読

書に関心の低い子どもも読書に親しむきっかけとなり、小学生期における読書の習慣化へ引

き継ぐ基礎を育みます。 

 

■認定こども園・保育所での取り組み 

①日常的な読み聞かせなど本に親しむ活動 

②読み聞かせ会の実施や図書イベントへの参加など、本に出会う機会の設定 

③保護者向けに絵本紹介や、読み聞かせの効果の啓発 

④保護者やボランティア、町図書施設との連携による活動 

 （ボランティアによる読み聞かせや、司書の助言による活動等） 

 

  



（３）学校での取り組み 

 小学生・中学生・高校生期においては、学校図書館における多様な読書活動を工夫して、

子どもが多くの語彙や多様な表現に触れ、新たな考え方に出会う読書の機会を充実するとと

もに、授業や様々な教育活動をとおして学校図書館を計画的に活用し、主体的・対話的で深

い学びの実現や子どもの情報活用能力の育成を図ることが望まれます。 

 各学校における特色ある学校図書館整備や活動を通して、保護者・地域とともに進める豊

かな読書環境づくりを目指し、児童生徒の読書や学習への関心を高めます。 

 

■学校での取り組み【小学生期】 

①読書推進計画等の作成・活用 

②学校図書館の環境整備（新刊充実、配架の工夫等） 

③「朝の読書」など本に触れる時間の設定 

④読み聞かせ会の実施や図書イベントへの参加など、様々な本に出会う機会の設定 

⑤図書（学習）委員会による読書普及活動 

（オススメ本紹介、読書普及のための掲示物作成等） 

⑥学校図書館や町図書施設を活用した学習活動 

（学校図書館での調べ学習、町図書施設団体貸出の活用等） 

⑦保護者やボランティア、町図書施設との連携による活動 

 （ボランティアによる読み聞かせや、司書の助言による活動等） 

 

■学校での取り組み【中学生期】 

①読書推進計画等の作成・活用 

②学校図書館の環境整備（新刊充実、配架の工夫等） 

③「朝の読書」など本に触れる時間の設定 

④図書委員会による読書普及活動（オススメ本紹介、読書普及のための掲示物作成等） 

⑤学校図書館や町図書施設を活用した学習活動 

（学校図書館での調べ学習、町図書施設団体貸出の活用等） 

⑥保護者やボランティア、町図書施設との連携による活動 

 （ボランティアによる読み聞かせや、司書の助言による活動等） 

 

■学校での取り組み【高校生期】 

①読書推進計画等の作成・活用 

②学校図書館の環境整備（新刊充実、配架の工夫等） 

③「朝の読書」など本に触れる時間の設定 

④図書委員会による読書普及活動（オススメ本紹介、読書普及のための掲示物作成等） 

⑤学校図書館や町図書施設を活用した学習活動 

（学校図書館での調べ学習、町図書施設団体貸出の活用等） 

⑥学校図書館を生徒の「学習・情報センター」として活用 

 （生徒の自発的・主体的な学習活動を支援） 

⑦保護者やボランティア、町図書施設との連携による活動 

 （ボランティアによる読み聞かせや、司書の助言による活動等） 



（４）学童保育所・子どもの居場所での取り組み 

 各施設で、あらゆる機会を通じて読書の楽しさに触れるための読み聞かせを推進すること

により、読書に関心の低い子どもも、読書に親しむきっかけとなり、読書の習慣化へ引き継

ぐ基礎を育みます。 

 

■学童保育所・子どもの居場所での取り組み 

①「読書の時間」など本に触れる時間の設定 

②読み聞かせ会の実施や図書イベントへの参加など、様々な本に出会う機会の設定 

③保護者やボランティア、町図書施設との連携による活動 

 （ボランティアによる読み聞かせや、司書の助言による活動等） 

 

 

（５）地域（ボランティア）での取り組み 

地域のボランティアは、すべての子どもに向けて読書に親しむ機会を創造・提供し、読書

環境を整備・充実する活動を行っています。今後も活動を継続することで、本に関心の低い

子どもも読書に親しむきっかけが生まれます。ボランティアの活動を支える地域住民の意識

向上を図るとともに、身近な施設での図書環境の整備・充実が大切です。 

 

■地域（ボランティア）での取り組み 

①さまざまな図書事業の実施や参加協力 

②ボランティア団体の集会や研修会・講演会の実施や参加 

 

 

（６）町での取り組み 

 市町村においては、ブックスタートなどの乳幼児期から親子で読書に親しむ習慣づくりに

取り組むとともに、子どもの読書活動の意義と重要性などについて、広く町民や保護者へ啓

発することが求められます。 

 

■町での取り組み 

①乳幼児検診時等に本に触れる機会の設定 

②子どもが集まるイベント時に本に触れる機会の設定 

③町図書施設との連携による活動 

 （団体貸出の活用や、司書の助言による活動等） 

 

 

（７）今金町における図書施設での取り組み 

 市町村立図書館においては、他の関係機関やボランティア等と連携・協力しながら、子ど

もが読書に親しむことができるような機会や場所を提供するとともに、子どもにとって身近

な読書環境である学校図書館を支援することが期待されます。 

 今金町における図書施設は、地域における読書活動および情報・図書資料の中核的施設と

して、その充実を図ります。 

取り組み内容と実施計画は、「第 2章 ３．子どもの成長をサポートする」を参照。 

 



 

 

 

 

１．図書館法 （昭和二十五年四月三十日法律第百十八号） 

最終改正：平成二三年一二月一四日法律第一二二号 

 

第一章 総則 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、社会教育法 （昭和二十四年法律第二百七号）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） 

第二条 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） 

第三条 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。 

一 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つ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。 

二 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。 

三 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。 

四 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。 

五 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。 

六 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。 

七 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。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つ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。 

九 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。 

 

 

資料 



（司書及び司書補） 

第四条 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） 

第五条 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。 

一 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 

二 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 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三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。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項 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） 

第六条 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、十五単位を下ることができない。 

 

（司書及び司書補の研修） 

第七条 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） 

第七条の二 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） 

第七条の三 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） 

第七条の四 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） 

第八条 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。 

 

（公の出版物の収集） 

第九条 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二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。 

 

第二章 公立図書館 

 

（設置） 

第十条 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。 

 

第十一条 削除 

第十二条 削除 

 

（職員） 

第十三条 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） 

第十四条 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。 

第十五条 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。 

第十六条 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） 

第十七条 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。 

第十八条 削除 

第十九条 削除 

 

（図書館の補助） 

第二十条 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。 



第二十一条 削除 

第二十二条 削除 

 

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一 

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。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 

三 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。 

 

第三章 私立図書館 

（以下略） 

 

 

２．学校図書館法 （昭和二十八年八月八日法律第百八十五号） 

最終改正：平成二七年六月二四日法律第四六号 

 

（この法律の目的） 

第一条 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） 

第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校（特別支援学校の小学部を含む。）、 

中学校（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つて、 

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） 

第三条 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） 

第四条 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。 

  一 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。 

  二 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。 

  三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。 

  四 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。 

  五 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） 

第五条 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。 

 

（学校司書） 

第六条 学校には、前条第一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、学校司書の資質能力の向上を図るため、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） 

第七条 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） 

第八条 国は、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、左の各号に掲げる事項の実 

施に努めなければならない。 

一 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。 

二 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。 

三 前各号に掲げるものの外、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） 

 

 

３．子どもの読書活動の推進に関する法律 （平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 

 

（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。 

 

（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。 

 

附則（略） 

 

 

 

 


