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はじめに 

 

 

子どもたちにとって素敵な本との出会いは、自らの世界を拡げ、夢と希望を

育み、人生を豊かにしていくためのかけがえのない宝物となります。 

本との出会いから、子どもはさまざまな言葉を学び、読解力や表現力、創造

力などを身につけていきます。 

これまで本市では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」を踏まえ、平成

１９年１０月に作成した「君津市子ども読書活動推進計画」により、子どもた

ちが読書の喜びを存分に味わい、自分を伸ばす力を身に付けられるよう、事業

を展開してまいりました。 

平成２４年度で計画期間が終了となることから、これまで実施してきた事業

の課題や社会状況の変化などを踏まえ、このたび「第二次君津市子ども読書活

動推進計画」を策定いたしました。 

近年、子どもの読書離れが懸念されておりますが、子どもの読書環境の整備、

充実にあたっては、行政や教育機関などの積極的な取り組みはもちろんのこと、

ご家庭や地域の皆様のお力添えも欠かすことができません。 

今後も、子どもの年齢区分に応じた取組みを進め、基本方針として掲げる「君

津のすべての子どもたちが楽しく充実した読書ができる環境づくり」の一層の

推進を図ってまいりますので、市民の皆様、関係諸団体の皆様におかれまして

も、引き続き、ご支援、ご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

平成２５年３月 

                       君津市長 鈴木洋邦 
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第 1章 第二次君津市子ども読書活動推進計画の策定 

 

１ 計画策定の背景、経過 

 子どもの読書活動を推進するため、平成１３年１２月に「子どもの読書活動

の推進に関する法律」が施行されました。また、平成１７年７月には、読書活

動に関わりの深い「文字・活字文化振興法」が施行されました。 

このような中、文部科学省は平成１４年８月に「子どもの読書活動の推進に

関する基本計画」を策定。平成２０年３月には「子どもの読書活動の推進に関

する基本的な計画（第２次）」を策定し、おおむね５年間にわたる施策の基本方

針と具体的な方策を示しました。 

 千葉県では、子どもの読書活動を総合的に推進する指針として、平成１５年

３月に「千葉県子どもの読書活動推進計画」を策定。続いて平成２２年３月に

は「千葉県子どもの読書活動推進計画（第２次）」を策定するなど、読書県「ち

ば」を目指した取り組みを進めています。 

 これら、国や千葉県の流れを背景に、君津市では平成１８年に子どもの読書

に関わりの深い市民と教育機関・行政職員など計１７名からなる「君津市子ど

も読書活動推進計画検討委員会」を設置。平成１９年１０月に「君津市子ども

読書活動推進計画」（以下第一次計画）を策定しました。 

翌平成２０年には、計画に基づく事業の評価、検討を行う「君津市子どもの

読書活動推進委員会」を設置しました。 

その後、各事業を進め、平成２４年度、計画に基づき実施されてきた諸事業

の評価・検討をもとに、同年度策定される「第二次きみつ教育 創・奏５か年

プラン」の理念、内容との整合性を図りながら、本計画を策定しました。 
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２ 第一次計画期間における成果と課題 

 第一次計画では、子どもの発達段階に応じたきめ細かな施策を実施するため

に「乳児期」（０～２歳）、「幼児期」（３歳～就学前の子ども）、「児童期」（小・

中学生）の３期に分類し、それぞれの期で重点施策を示し取り組んできました。 

 具体的な重点施策は以下の通りです。  

○乳児期：「子どもが初めて本に出会うための事業」（ブックスタート等）の

実施 

○幼児期：園文庫の充実、年齢別ブックリストの作成・配付 

○児童期：学校図書館の整備・充実（学校図書館司書補助員の全校配置）、中

央図書館・各学校・教育センター等の連携強化 

また、市民全体へ広く読書活動を呼びかけるため１０月を「君津子ども読書

月間」と定めました。公共図書館や公民館、各小・中学校でより意識的に本に

親しむ様々な行事が開催されるなど徐々に浸透しています。 

こうした一つ一つのていねいな取り組みの結果、学校図書館や幼稚園・保育

園の園文庫の環境整備、これらの機関と公共図書館の連携等、子どもと本の出

会いをサポートする環境の土台づくりは大きく前進しました。この推進にとも

ない、学校と公共図書館、また児童家庭課や生涯学習課など課を超えた連携が

深まったことも大きな前進です。 

しかし一方で、日常的に絵本の読み聞かせをしている家庭は全体の３０％に

とどまっており、ブックスタート注や「君津子ども読書月間」の取り組みも家庭

まで浸透しているとはいえません。また、障がいのある子どもや日本語を母語

としない子ども、あるいは保護者等への支援も重要な課題です。 

広域な君津市内に住む全ての子どもたちが、読書の喜びを存分に味わい自分

を伸ばす力を身につけられるよう、第一次計画ではじまった取り組みの継続・

充実を図りながら、さらに具体的に取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
注 赤ちゃんと保護者が、絵本を介して心ふれあうひとときを持つきっかけをつくる事業。

君津市では、中央図書館、生涯学習課、健康管理課、児童家庭課が連携し、１歳６ヵ

月健診時に６冊の中から好きな本を１冊選んでもらい、絵本を手渡しながら読み聞か

せを行っています。 
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基本方針 

君津のすべての子どもたちが楽しく充実した読書ができる環境づくり 

 

３ 計画の期間 

 平成２５年度からの５年間とします。また、毎年評価を行い、必要に応じて見

直しを行います。 

 

 

４ 基本的な方針  

第一次計画とその後の経過を踏まえ、本計画においても引き続き第一次計画

と同じ基本方針を掲げることとしました。なお、下記３点を基本方針の具体的

な柱としました。 

 

 

 

 

【基本方針の具体的な柱】 

（１）君津市のすべての子どもたちへの支援 

   広域な君津市には多様な文化や生活環境があります。読書に関する施設

整備や事業内容を充実させ、君津のすべての子どもたちが読書に親しめる

環境を整備します。 

 

（２）年齢区分に応じた取組 

第一次計画に引き続き、本計画においても年齢区分に応じた施策を実施

します。 

 

（３）具体性ある計画づくり 

   家庭・地域・公共機関（行政）と連携を図り、具体的な目標をたて、実

行性ある施策の実施を目指します。 
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第２章 子どもの読書活動推進のための方策 

 

１ 年齢区分に応じた取組 

 

（１）乳児期の取組 

 

重点目標 

乳児が、保護者や家族などとともに、ことばのリズムや絵の鮮やかさ、紙や

布の感触を楽しみながら、本に親しむことができるよう読書環境を整備します。 

 

【現状と課題】 

乳児期の子どもたちは、保護者や家族などを通じて本の持つことばのリズム

や絵の鮮やかさ、紙や布の感触などを味わいます。この時期の読書経験は、そ

の後の読書生活に深く影響を与える大切なものです。 

 君津市では、中央図書館や子育て支援機関注１、保育園、公民館（乳幼児家庭

教育学級等）でおはなし会やわらべうたの会等を行うほか、各機関で乳児期の

子どもたちに向けた取り組みをしています。 

たとえば、保育園では、まだ集団で本を味わうことが難しい０歳から２歳ま

での乳児には、保育士が直接１対１で本を読む時間を多く設けています。 

また、図書館では、おすすめ絵本リストとして、「はじめてであう赤ちゃんえ

ほん～０・１・２歳～」（平成２１年度）を配布しています。 

 第一次計画にある「子どもが初めて本に出会うための事業」注２の一つ、ブッ

クスタートは平成２２年度から実施し、市民ボランティアの協力のもと運営を

行っています。ブックスタートの参加率も高く（図 1 参照）、参加者からは「妹

や弟のときにもぜひ受けさせたい。」「小さい子どもでも本が楽しめることが分

かり、よかった。」などの声が寄せられています。 

 

 

                                                   
注１君津市子育て支援センター、きみつこどもセンター「はっぴー」、こいとプレイルーム 

「ひなたぼっこ」、君津市生涯学習交流センター児童室「こっこるーむ」、子育て支援室 

 コアラルーム 
注２おすすめ絵本リストの配布、クローバー文庫（おすすめ絵本リスト掲載の絵本）の設置、

ブックスタート等 



6 

 

    

   

                   

 

 

 

このような中で、課題として次の 3 点が挙げられます。 

①読書環境の差異について 

ブックスタートに参加された保護者から、「中央図書館まで遠いのでなかな

か本を借りに行けない」という声が寄せられました。移動図書館「ひまわり

号」や図書館分室注３の利用法が十分に知られていない面があります。 

②ブックスタートについて 

ブックスタートに参加できなかった方へ、図書館の利用法や子育て情報等

をお知らせすることが必要です。 

③保護者や家族等への情報提供について 

乳児期の子どもが本と出会うには、保護者や家族等身近な人の橋渡しが特

に重要です。家庭で本の読み聞かせを行っている割合は３５％（月に 1～3 回

以下）と、依然として家庭で本と親しむ機会が浸透していないように思われ

ます。（図２参照）それらの方への読書に関する情報提供が必要です。 

 

 

 

                                                   
注３図書館分室は市民体育館、周南公民館、小糸公民館、清和公民館、小櫃公民館、 

   上総地域交流センター（上総公民館）にあります。 

図１ 図２ 

［中央図書館調査］ 「読書に関するアンケート」 

平成 24 年 5 月実施より 
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【柱となる取組】 

①乳児が本に親しめる機会を充実させます 

○各機関で行われているおはなし会などを継続して実施します。 

○移動図書館「ひまわり号」や図書館分室の利用について積極的にお知ら

せします。 

○各公民館の乳幼児家庭教育学級等で、楽しく本に触れる機会を作ります。 

○乳児期の読書に関する団体の活動を支援し、市民が自主的に読書活動を

行える機会を提供します。 

  （担当：中央図書館、児童家庭課、公民館、生涯学習課） 

 

②「子どもが初めて本に出会うための事業」を充実させます 

○各関係機関との連携を充実させ、ブックスタートを継続します。 

○絵本リスト等を配布し、読書に関する情報提供に努めます。 

○ブックスタートボランティアの研修を充実させます。 

（担当：生涯学習課、中央図書館、健康管理課、児童家庭課） 

 

 

③保護者や家族、これから親になる方などを支援します 

○保護者や祖父母をはじめ、出産を控えこれから母親や父親になる方にも

読書に関する情報提供を行い、おはなし会や読み聞かせ会などにも参加

しやすくなるようにします。 

（担当：健康管理課、中央図書館、公民館、生涯学習課） 
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（２）幼児期の取組 

 

重点目標 

子どもたちがたくさんの質の高い絵本に触れて存分に楽しめるよう、保育

園・幼稚園等で絵本に親しむ機会を充実させます。また子どもと絵本をつなぐ

保護者や保育者など、身近な大人へ幼児期の読書の大切さを伝えていきます。 

 

【現状と課題】 

幼児期は精神活動がとても活発です。大人が読み聞かせをすることで子ども

たちは本を楽しみ、その経験がやがて自主的に本を読む動機となります。また、

絵本を楽しんだ体験は、生涯にわたる本への信頼感を育みます。幼児期は、子

どもと本をつなぐため身近な大人の働きかけが大切な時期です。 

市内の就学前の幼児は、ほぼ全員が幼稚園あるいは保育園に在籍しているこ

とから、第一次計画では、各園での読み聞かせ活動の充実や園文庫の整備、そ

の参考資料となる子どもの発達段階に応じたおすすめ絵本リストの作成・配布

を重点目標に掲げ取り組んできました。 

前進したおもな取り組みとして以下の４点が挙げられます。 

○おすすめ絵本リストの作成・配付（平成２１年度） 

「この本よんで！～３～６さい向けおすすめ絵本～」 

○“クローバー文庫”（おすすめ絵本リスト掲載の絵本）を市内全ての図書館・

公民館・保育園へ設置（平成２２年度） 

○園文庫への予算措置（平成２２年度から） 

○移動図書館「ひまわり号」の巡回ステーション拡充 

清和保育園・美和幼稚園・君津保育園への巡回開始（平成２４年度） 

 

平成２４年１月に実施したアンケートでは、市立の全ての幼稚園・保育園が

園文庫あるいは移動図書館「ひまわり号」を活用した図書の貸出を実施し、読

み聞かせを日常的に保育に取り入れていると回答しており、読書の取り組みは

大きく前進しています。 

一方で家庭での読み聞かせについては、読む頻度が月に１～３日以下と回答

している家庭が３６％にのぼっており、日常的な“家族で絵本を楽しむ”体験

はまだ十分浸透していないといえます（図１参照）。 

また幼児期の子どもたちが家庭以外で絵本を読んでもらう場として、６９％

の方が保育園・幼稚園と回答しています（図２参照）。子どもたちと絵本の出会
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いの場として、各幼稚園・保育園の園文庫は重要です。しかし、蔵書の状態や

冊数を見ると園ごとに差があるようです。園文庫の蔵書の充実や環境整備に努

めるとともに、貸出をする際に親子で絵本を選んでもらうなど、“絵本を一緒に

楽しむ場づくり”をする工夫が必要です。 

読み聞かせのほか、わらべうたや手遊びもこの時期の子どもたちの成長に大

きな役割を果たします。わらべうたや手遊びをさらに積極的に保育に取り入れ

ることが期待されます。 

 

図１ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「読書に関するアンケート」平成２４年５月実施より 
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【柱となる取組】 

① 幼稚園・保育園、また地域の読書環境の整備と充実に努めます 

○通園するすべての子どもたちとその家族が絵本を読みあう楽しみを十分

に経験できるよう、園文庫の蔵書の見直しと充実に努めます。また、絵本

を“表紙見せ”で並べるなど子どもたちが手に取りやすい魅力的な園文庫

作りに取り組みます。 

○身近な図書利用の拠点として、移動図書館「ひまわり号」や図書館分室の

資料の充実と魅力ある“棚づくり”に努めます。 

○市内にある子育て支援機関と連携し、おすすめ絵本リストの配布やクロー

バー文庫の設置場所を増やすなど、各施設の状況にあわせて「子どもと絵

本が出会える環境づくり」を行います。 

（担当：幼稚園、保育園、学校教育課、児童家庭課、中央図書館、生涯学習課、公民館） 

② 子どもと本をつなぐ活動を推進します 

○各幼稚園・保育園でさらに絵本を取り入れた保育に取り組み、またおはな

し会等を実施します。 

○わらべうたや手遊びは子どもたちをおはなしの世界へいざなう橋渡しと

なります。保育の中で積極的にわらべうた・手遊びを取り入れます。 

○クローバー文庫の普及、活用推進に努めます。 

○子どもたちが公共図書館の使い方を知り、本や施設に親しみを持てるよう、

市内全ての幼稚園・保育園に中央図書館、図書館分室、移動図書館「ひま

わり号」の利用の仕方を周知し、子どもたちが公共図書館に触れる機会を

増やします。 

（担当：幼稚園、保育園、中央図書館、児童家庭課、生涯学習課） 

③ 身近な大人へ幼児期の読書の大切さを伝える研修会を実施します 

○子どもたちが豊かな絵本体験ができるよう、保護者はもちろん祖父母を含

めた身近な大人へ絵本の大切さを伝えます。 

○幼児期の子どもたちにとって、幼稚園・保育園の職員は家族に次ぐ最も身

近な大人です。図書館等とも連携を図りながら、園職員がわらべうたや手

遊び・読み聞かせなど幼児期の読書活動について見識を深める研修を実施

します。 

（担当：幼稚園、保育園、中央図書館、児童家庭課、生涯学習課、公民館） 
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（３）児童期の取組 

 

重点目標 

 読書の楽しさを味わえる心豊かな子どもを育てるために、様々な本と出会え

る環境を作ります。さらに主体的に学び、行動できる子どもを育てるために図

書館の情報を効果的に活用できるようにします。 

 

【現状と課題】 

 児童期は、子どもが生涯にわたる読書習慣を身につける大切な時期であり、

小・中学校は子どもの読書活動を推進する最も重要な場所です。子どもは様々

な本を読むことにより、学習内容を深め、言葉や文字を学び、感性を磨き、表

現力や創造力を高めていきます。 

 君津市では、平成１９年度から学校図書館司書補助員を全校に配置し、学校

図書館の「読書センター機能」注１「心のオアシス機能」注２「学習情報センター

機能」注３の向上をめざしてきました。 

 図１にあるとおり、平成２３年度の学校図書館からの年間一人あたり貸出冊

数は、小・中学校ともに平成１９年度の約２倍となっており、「読書センター機

能」が向上しているといえます。 

 図１ 

  

 また、学校図書館司書補助員やボランティアの活動により、図書館の環境整

備が進み、各学校とも「心のオアシス機能」の向上が見られています。 

 一方、「学習情報センター機能」に関しては、以下のような課題が残りました。 

  ・各学校における図書を活用する学習の機会が尐ないこと 

                                                   
注１  様々な本に出会う場・読書を楽しむ場 
注２  やすらぎの場・自分と向き合える落ち着いた空間 
注３  課題解決に向けて主体的に取り組む学習の場 
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・学習に活用するための図書が学校図書館にそろっていないこと 

・他校や中央図書館と連携した図書の流通システムが不十分であること 

・学校のための中央図書館や教育センター等のサポート体制が整っていな

いこと 

 これらの成果と課題を踏まえ、子どもたちが本や図書館とさらに深く関わる

ことができるように、様々な対策を考えていく必要があります。 

   

 【柱となる取組】 

①学校における読書活動を推進します 
 

○「朝の読書活動」や「読書の時間」を、学校の実情に合わせながら、教育

活動の中に積極的に組み入れることで、子どもが読書をする時間を確保し、

読書の習慣を育成します。 

○子どもが自らの課題を解決するために、学校図書館や図書資料、インター

ネット上の情報の特性を理解し、それらを活用できる利用指導を計画的に

行います。 

○各教科・領域において、積極的に調べ学習をとり入れ、学校図書館、中央

図書館、図書館分室の利用を促進します。 

（担当：学校、学校教育課、教育センター、中央図書館） 

 

②学校図書館の整備、充実に努めます 

○子どもの興味関心に応える「質のよい読書」が実現できるように、選書へ

の十分な配慮や蔵書の見直しを行い、学校や子どもに合った図書の整備に

努めます。 

○調べ学習の充実と活性化を目指し、活用できる図書資料の購入を計画的に

行い、学習情報センター機能の向上を図ります。 

○やすらぎの場・自分と向き合える落ち着いた空間を創出し、温かな雰囲気

作りに心がけます。また、図書の配架や子どもが本を手に取りやすい展示

の仕方を工夫します。 

（担当：学校、教育総務課、学校教育課、教育センター、中央図書館） 
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③子どもの読書活動を充実させ、サポートできる体制を作ります 

○子どもの読書活動、学校図書館や図書資料の利用指導、授業への支援を充

実させるため、学校図書館司書補助員を全小中学校に継続配置します。 

○学校図書館司書補助員や学校図書館担当者の研修を充実させ、子どもの読

書活動の中心的役割を果たすための資質向上を図ります。 

○学校図書館を活性化し、利用を促進するために、保護者や地域の方々の協

力による「学校図書館ボランティア」の体制を整えます。 

（担当：学校教育課、教育センター、中央図書館、学校） 

 

④中央図書館・学校・教育センターの連携を強化します 

○中央図書館の学校支援体制（コンピュータシステム操作や読書活動の指導

に係るサポート）を整え、実務に関する支援や読書の専門家としての技術

を学校に広めます。 

○団体貸し出し等が活発に行われるように、移動図書館「ひまわり号」のさ

らに効果的な運用方法や、学校間や学校と図書館間の図書流通システムの

構築を検討していきます。 

○各学校や公民館、中央図書館等で不要となった図書を再利用し、学校図書

館の蔵書充実の一助とするためにリユース会を開催します。 

（担当：中央図書館、学校、学校教育課、教育センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2 その他の取組 

【概要】 

ここでは、乳児期、幼児期、児童期の区分に限らず、全般的に進める今後の

取り組みについてまとめました。 

君津市は、広大な面積を有し、地域によって子どもが本を手に取れる環境に

差異があります。親子で本を借りに行けることはもちろんですが、子どもが一

人でも本を借りに行ける環境を整備することも求められます。 

また、障がいのある子どもや日本語を母語としない子ども、あるいは保護 

者などへの対応について十分に進んでいるとは言えない状況もあります。 

これらの課題を踏まえ、次のような取り組みを行います。 

 

【柱となる取組】 

 ①読書環境の整備 

中央図書館、各図書館分室、移動図書館「ひまわり号」などの施設・蔵

書の充実をはかり、誰もが身近な場所で読書に親しむことのできる環境整

備に努めます。 

また、読書に関する社会教育事業や公民館の家庭教育学級講座などを通

じて、子どもの成長とともに保護者や身近な大人が読書への理解を深めて

いくことができる機会を提供します。 

（担当：中央図書館、公民館、生涯学習課） 

 

②読書関係団体・関連機関等との連携・協力 

読書に関する自主的な団体の活動を支援します。また、ボランティアと

行政・各機関との協力や、子どもに関連の深い民間機関等との協力によっ

て子どもの読書活動を支援していきます。 

（担当：公民館、生涯学習課、学校、教育センター、保育園、幼稚園、中央図書館） 
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③障がいや多様な言語に配慮した取組 

点訳本や大型絵本、布の絵本、外国語の絵本等、障がいや多様な言語に

配慮した蔵書の整備と、多様な言語に対応した情報提供に努めます。 

（担当：中央図書館、障害福祉課、児童家庭課、生涯学習課、協働推進課、教育センター） 

 

④君津子ども読書月間の実施 

１０月を「君津子ども読書月間」とし、読書に関する情報提供、イベン

ト等、読書に関する様々な情報提供を行います。 

 （担当：中央図書館、生涯学習課、学校教育課） 
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第 3章 計画の推進体制 

 

  本計画に基づき、子どもの読書活動を推進していくためには、計画の進行

状況を把握、評価し、その後の施策に反映させることが必要です。 

  また、策定後の社会状況等の変化により、新たな課題へ対応することも必

要となります。 

  そのため、君津市では「君津市子どもの読書活動推進委員会」を設け、計

画の進行管理、評価及び見直しを行います。 

  また、本計画と同時に公開、実施される「第二次きみつ教育 創・奏５か

年プラン」の中でも、具体的な数値目標を掲げ、子どもの読書活動を推進し

ていきます。 

 

 

○子ども読書活動推進委員会 

  本計画の進行管理、また協働して計画を推進していくために、子どもの読

書活動に関わる関係機関職員、関係団体・市民を交えた推進委員会を設置し

ます。 

  計画推進の基本であるＰＬＡＮ（計画の策定）、ＤＯ（行動・実践）、ＣＨ

ＥＣＫ（把握・評価）、ＡＣＴＩＯＮ（見直し）のサイクルを踏まえながら、

計画の推進や事業の展開にあたっては、関係団体と連携を図ります。 

 

   関係機関→生涯学習課、中央図書館、学校教育課、児童家庭課、 

健康管理課、教育総務課、教育センター、公民館など 
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君津市子どもの読書活動推進委員会設置要綱 

（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項の規定に基づき策定した君津市子ども読書活動推進計画を円滑に推進するため、

君津市子どもの読書活動推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

  (1) 君津市子ども読書活動推進計画の進行管理に関すること。 

  (2) 君津市子どもの読書活動推進に係る調査及び研究に関すること。 

  (3) 君津市子どもの読書活動推進に係る評価及び見直しに関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員会の設置目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第３条 委員会は、１５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから君津市教育委員会が委嘱するものとする。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 行政関係者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、君津市教育委員会が特に必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、欠員の補充のために委嘱された委員の任期は、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を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決する

ところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その

意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、君津市教育委員会生涯学習課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って別に定める。 
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君津市子どもの読書活動推進委員会委員（第３期） 

第二次君津市子ども読書活動推進計画策定委員 

 

 
氏 名 所  属  等 区分 

児童期 

緒形 秀明 君津市校長会 代表 １号 

大野 悦雄 君津市ＰＴＡ連絡協議会 代表 ２号 

佐藤 泰代 君津特別支援学校 代表 １号 

山口 真理子 
家庭教育指導員 

元公立小学校教諭 
２号 

小倉 留都 学校図書館司書補助員（中） ２号 

田中 雅子 スマイルママ（読み聞かせボランティア） ２号 

幼児期 

平野  都 公立幼稚園長 １号 

新田 清乃 公立保育園長 ３号 

髙橋 泰子 
図書館協議会委員 

図書館友の会 
２号 

御園 直美 スクールボランティア、コアラルーム指導者 ２号 

乳児期 

粕谷 一男 児童家庭課 副課長 ３号 

高橋 きよ美 健康管理課 副課長 ３号 

角野 ノブ子 
お話ボランティア 

ブックスタート読み聞かせボランティア 
２号 

鈴木 紀子 君津市連合婦人会 秋元婦人会会長 ２号 

高橋 章子 中央図書館 副館長 ３号 

    
  

（任期：平成 24年 4月 1日～平成 26年 3月 31日） 

 

［選出区分について］ 「君津市子どもの読書活動推進委員会設置要綱」より  

第 3 条 委員会は 15 人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから君津市教育委員会が委嘱するものとする。 

 （１）学校教育関係者   

 （２）社会教育関係者   

（３）行政関係者 

 （４）前 3 号に掲げるもののほか、君津市教育委員会が特に必要と認める者 
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読書に関するアンケート 

 

 君津市子どもの読書活動推進委員会では、市内在住の０歳から６歳の子ども

を持つ保護者を対象に、家庭での読書に関する実態を調査するアンケートを実

施しました。 

 

１．実施期間 

  平成２４年４月２３日から５月２２日までの１ヶ月間 

２．方法 

市内の幼稚園・保育園に通園する園児の保護者や、図書館・子育て支援施

設の利用者に対して実施 

３．総数 

アンケート総数 １１９８件 

４．結果 

  

 設問１ お住まいはどちらですか？ 

 

各地区ごとの人口分布 

 君津地区 ７１％ 

 小糸地区 １０％ 

 清和地区 ３.５％ 

 小櫃地区 ６.１％ 

 上総地区 ９.４％ 

 

  

 

設問２ お子さんに絵本を読むことはありますか？（子どもの年齢別） 

 （設問３から５は、設問２で aから dと答えた人のみ回答） 
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設問３ 絵本はどういうところから入手しますか？(複数回答) 

 

 

 

その他の中では、 

 知人からのプレゼント ６３名 

 自宅にあった本    ３４名 

 月刊誌や通信教育の教材２５名 

が、多くあげられていた。 

 

 

 

 設問４ 絵本を選ぶときに参考にされているものはありますか？(複数回答) 

 

 

 

その他の中では、直接本を見て

子ども本人が選ぶ１６７名、親が

選ぶ８２名が多くあげられていた。

インターネットの口コミなどを参

考にするという回答も１３名あっ

た。 

 

 

 設問５ お子さんの好きな絵本や、それにまつわるエピソードがあれば教え

てください。※多数のエピソードがあげられたので、一部を紹介 

 

 ・「しろくまちゃんのホットケーキ」ホットケーキを作るのも食べるのも大好

きで、よく本のマネをします。 

 ・１歳半健診でもらった「くだもの」は今でも好きでよく見ています。最近

は私に「あ～ん」と言いながら食べさせるマネをしています。 

・保育園で読んでくれた本を図書館で見つけると、とてもうれしそうに教え

てくれます。わにわにシリーズ、ぐりとぐらシリーズ、せなけいこさん、

どいかやさんの本が好きです。 

 ・毎晩、寝る前に絵本を読むのが習慣です。たまには、親がお休みしたいの

ですが、読むまでねてくれません。 
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 ・「はらぺこあおむし」が大好きで、余裕のあるときには読み聞かせていまし

た。２歳になって言葉を覚えたら私に読み聞かせしてくれるように・・・。

子どもの成長を感じてうれしく思いました。 

 ・好きな本は、返しても何度も借りて来ます。本の大きさがいくつかある物

は、すべて借ります。 

 ・「きんぎょがにげた」逃げた金魚が絵本の中にまぎれこみ、どこにいったの

かと探すのが大好き。次はどこだよ、と覚えてしまうほどで本当に楽しい

です。 

 ・「ねずみくんのチョッキ」とても単純な本ですが、私が好きな本だったので、

子供に「ママの好きな本だよ」と渡したら、子供も好きになってくれまし

た。 

 ・消防車やパトカーの出てくる絵本。「しょうぼうじどうしゃじぷた」は好き

で、内容やセリフも暗記しています。 

 ・「あな」という絵本。砂場遊びが大好きな長男は、掘って掘って掘り進んで

いく男の子と、節のあるセリフに夢中になりました。 

 ・自分の好きな本は、内容をほぼ暗記しているので、字は読めないのですが、

妹に本を読んであげています。 

 

 （以下は全員が回答） 

 

  

設問６ 絵本の読み聞かせが子どもの成長にとって必要なものだと思います

か？ 

 

 ９割以上の人が、「思う」と回答。 

「わからない」と回答した人の中に

は、「自分が（読み聞かせを）して

もらった覚えがなく、子どもは自分

で読めれば、“本は自分で読むもの”

だと思って育つのではないか」との

意見もあった。 
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設問７ 君津市では、１歳６か月児健診の会場で「ブックスタート」を行っ

ています。ブックスタートをご存知ですか？(子どもの年齢別) 

 

  ブックスタートを受けたときに初めて知った人が多く、事業の対象となる

年齢の子どもがいない家庭にはまだ知られていないようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設問８ お子さんは絵本が好きですか？ 

 

 

 

約９３％の人が「とても好き」また

は「どちらかというと好き」と回答し

ている。 

 

 

 

 

 設問９ ご家庭以外の場で、絵本を読んでもらうことはありますか？ 
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設問１０（設問９で aから dと回答した方へ）その場所はどこですか？ 

                              （複数回答） 

 

 

 家庭以外で絵本を読んでもら

う場所として、約７割の人が「幼

稚園・保育園」と回答している。 

 その他の場所として、４３名

の人が祖父母宅をあげていた。 

 

 

 

  

設問１１ 中央図書館や図書館分室、移動図書館「ひまわり号」を利用して

いますか？ 

 

 

 

 公共図書館の利用者は、全体

の５７％にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 設問１２ 中央図書館では、おはなし会やわらべうたの時間など、０歳から

小学生までのお子さんが楽しめる行事を行っています。ご存知で

すか？ 
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 設問１３ １０月が「君津子ども読書月間」であることをご存知ですか？ 

 

 

 

 約８割の人が「知らない」

と回答している。家庭にはま

だ浸透していないといえる。 

 

 

 

 

  

 設問１４ 子どもと読書のかかわりで、今後充実させてほしいと思うサービ

スはありますか？(複数回答) 

 

 

 その他の中には、「行事を土日に

行ってほしい」「年齢別のおすすめ

本を知りたい」「子どもがうるさく

してしまうので、図書館以外の場所

でやってほしい」などの意見があっ

た。中には既に実施しているものも

あり、周知不足だといえる。 
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 読書活動に関する君津市立保育園・君津市立幼稚園での工夫等 

 

 君津市子どもの読書活動推進委員会では、平成 24 年 1 月に、市内の全公立保育園・幼稚

園（保育園 13 園、幼稚園 1 園）を対象に、読書環境や活動に関するアンケートを行いまし

た。 

 そこで出された各園での現時点での工夫、また今後に向けた工夫等を以下にご紹介します。

（同様意見はまとめてあります。また表記は、回答の文意を損ねないよう一部編集していま

す。） 

 

１．園では絵本の読み聞かせを行っていますか？ 

 

 

  

 ① 読み聞かせの頻度はどのくらいですか？ 

 

         

 

  ② いつ、どのような時間帯に行っていますか？（複数回答可） 

 

 

     

   

③ 誰が行っていますか？（複数回答可） 

     

 

 

２．おはなしの会を行っていますか？ 

     

 

   

① おはなしの会の頻度はどのくらいですか？ 

     

 

 

   

② 誰が行っていますか？（複数回答可） 

      

 

・はい⇒14   ・いいえ⇒０ 

・毎日⇒14   １回：7園   1～2回：3園   2回：1園   2～3回：2園 

3～回：１園 

               

午前：5園   昼休み：8園   午後：7園   延長保育：8 園  

その他：5園、食後２、おやつ後１、午睡前３ 

先生：14   ボランティア：6   保護者：0   その他：0 

   

・はい⇒ 14   ・いいえ⇒ ０ 

週に１度：0 園    ２週間に１度：0園    月に１度：10園   

その他：4園、月 2度、年４回、年７回、年 10回 

先生：0園   ボランティア：9園   保護者：0園   中央図書館：7園   

その他：0園 

  0       9      0        7       0 
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３．蔵書はどこに置いていますか？（複数回答可） 

     

 

 

 

４．園の蔵書は何冊くらいありますか？ 

    

 

 

５．自宅への貸し出しを行っていますか？ 

     

 

 

① どこの本を子どもに貸し出していますか？（複数回答可） 

 

 

 

        ② 貸し出しの頻度はどのくらいですか？ 

     

 

 

  

 

  

 

③ 一回の貸し出し冊数は何冊ですか？ 

 

 

 

 

 

 

        ④ 貸し出しの対象は何歳ですか？ 

 

 

 

 

 

   

クラス：11 園   職員室：5園   専用の部屋：4園   遊戯室：5園 

その他：6園、廊下 4、職員室前の廊下 2 

 絵本 200～1000 冊     紙芝居など 100～600 冊  

・はい⇒ 14園   ・いいえ⇒ 0園 

園文庫：9園   ひまわり号：9園   中央に来館：2園   図書館分室：1園  

その他：1園、地域文庫 

   9      9       2       1      1（ぽぷら文庫） 

（園文庫） 週に 1度⇒3 園   2週に１度⇒4園   月 1度⇒1園    

自由⇒2 園 

（中央に来館）     （図書館分室）    （その他 地域文庫） 

月に 1度→2園      月に 1～2回       月１回 

（園文庫） 1冊⇒9園    （ひまわり号）1冊⇒7園   2冊⇒２園 

（中央に来館）   （図書館分室）    （その他） 

 2冊⇒２園       1冊        2冊（地域文庫） 

（園文庫）    3～5歳 ⇒ 3園    4～5歳 ⇒ 3園   0～5歳 ⇒ 3園 

（ひまわり号）  1～5歳 ⇒ 1園    2～5歳 ⇒ 1園   3～5歳 ⇒ 4園 

         4～5歳 ⇒ 2園    5歳（年長）⇒ 1園 

（中央に来館） 5歳    （図書館分室） 4～5歳  

（その他 地域文庫） 4～5歳 
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⑤園文庫の貸し出しはどのような形で行っていますか？ 

                        

 

        

 

６．他の団体との連携を取っているところがありますか？ 

    ・中央図書館    ・ひまわり号    ・公民館    ・その他（     ） 

どのように関わりをもっていますか？ 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他、先生や保護者に対しての働きかけ等、読書に関する活動を行っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

園児が選ぶ 5園    親子で選ぶ 3 園    保育士が選ぶ 1園 

園児が選ぶが読んで欲しい本を目につきやすい所に置く 1園（地域文庫） 

◆中央図書館 

・毎月１回の訪問の際、おはなし会や読み聞かせをお願いしている。 

・中央図書館の方が月１回、3～5歳 2クラスを対象に読み聞かせを行っている。 

 
◆ひまわり号 

・隔週で園に来てもらい、絵本の貸し出しを行っている 

・2 歳児から図書カードを作って利用。1歳児もひまわり号の絵本を見せてもらっている 

・借りたい紙芝居、大型紙芝居などをリクエストし、次回の巡回の際に持って来てもらう

ようにしている 

◆図書館分室 

・日ごろから公民館と交流があり、本の貸し出しに活用している。 

◆地域文庫 

・保育園内に地域文庫の部屋を用意（場所の提供） 

・月に一度、絵本の読み聞かせやパネルシアター、手遊びの紹介・クリスマスのイベント

などを行っている。絵本の貸し出しもあり。 

・絵本だより、園だより、子どもの好きな絵本やおすすめの絵本などに関して保護者にお知らせし、

できるだけ親子で借りるように促している（同様多数） 

・「子どもに読ませたい絵本」や読書月間のポスターなど、掲示物で保護者にお知らせをしている。 

（同様多数） 

・保護者会総会時に、出版社の講師による「絵本の与え方」「絵本と子ども」について講演会を行っ 

た。 

・先生に絵本のパンフレットを回覧して見てもらうようにしている。 

・本の貸し出しの際にホワイトボード等で、家庭で一緒に読んでもらいたい旨を伝えている。 

・寝る前の一冊運動を呼びかけ、親子で本に親しむ時間を持つように働きかけている。 

・絵本の感想や、読書に親しむ子どもの様子を『ふれあいノート』に記入してもらい、担任の先生

がコメントを返している。 
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８．現在園で実施されている読書活動の中で工夫していることはありますか？ 

    また、今後取り組みたいと考えている事や感じている課題等ありましたらお書きください。 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お昼寝前に園児が自分たちで選んだ本の読み聞かせをしている。 

・貸し出しコーナーで、子どもたちの好きな本や推進に関する本を紹介している。 

・行事・季節にあわせて読み聞かせを行ったり、いろいろなジャンルの絵本に触れたりするよう

にしている。 

・４・５歳児クラスでは日本の昔話などの名作を多く読み聞かせている。 

・本棚にある絵本を“表紙みせ”で並べ、定期的に蔵書の入れ替えをしている。 

・０～２歳児の部屋に絵本を置き、保護者が好きな本を借りられる環境を整備したい。 

・絵本の貸し出しを毎週できるようにしたい。 

・移動図書館「ひまわり号」を毎回活用できるよう調整していきたい。 

・行事・伝承・昔話系の絵本を楽しんでもらえるよう配慮したい。 

・今年度保護者に対して読書活動の働きかけが尐なかったので、来年度は“絵本のすばらしさ“を 

お知らせしたいと思う。 

・いろいろなジャンルの絵本を購入し、蔵書の充実を図りたい。 

・園児にいろいろな本に触れてもらえるよう、保育者自身も絵本についての理解を深めたい。 
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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
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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。 
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附 則 

この法律は、公布の日から施行 

 

 

 

文字・活字文化振興法 

（平成十七年七月二十九日法律第九十一号） 

（目的） 

第一条  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） 

第二条  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） 

第三条  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。）の涵養に十分配慮されなければならない。 

（国の責務） 

第四条  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
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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） 

第五条  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） 

第六条  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） 

第七条  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 前三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養） 

第八条  国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図ら

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。 
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（文字・活字文化の国際交流） 

第九条  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） 

第十条  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） 

第十一条 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、十月二十七日とする。 

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） 

第十二条 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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