
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年 6 月、第 186 回国会で学校図書館法の一部が「改正」され、2015 年 4 月から施行さ

れました。学校司書が初めて法律上に明記されたことは喜ばしいことですが、「置くように努めなけ

ればならない」という努力義務にとどまり必置としていないこと、専門職としての資格要件について

何らふれられていないこと、継続して勤務でき経験を積み上げることが重要であるにもかかわらずそ

のための保障がされていないことなど、不十分な点が多々あります。学校図書館・図書室がその

機能を発揮するためには、十分な図書費や環境の整備が必要ですが、同時になによりも、学校

図書館・図書室で働く方の待遇改善が不可欠と考えています。 

しかし、現実には、同じ学校という場で子どもと教育のために学校図書館・図書室で働く職員

は、劣悪な労働環境におかれています。それを改善していくことは、大きな教育課題であり、学校

図書館・図書室で働く非正規の職員の方が置かれている状況や要求を把握し、教育委員会に

改善を求めるとりくみは、学校教育活動上でも重要なものとなります。 

2015 年 11 月からとりくんだこの「公立小中学校の学校図書館において非正規で働く方の勤務

実態などに関するアンケート」（以下、「アンケート」）は、実際に小中学校で働く方にお願いし、今

回、この結果をまとめることができました。 

お忙しい中、「アンケート」にご協力いただいたみなさまに感謝するものです。    2016年 10 月 
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アンケートにご協力いただいたみなさま、学校図書館の充実を願うみなさま 

 

全日本教職員組合学校図書館職員対策部（以下、対策部）は、2013 年 9 月から 11 月に「小中学校

の学校図書館・図書室への人の配置に関するアンケート」をおこない、全国 1741 自治体のうち、349

自治体から回答を得ることができました。調査結果から、「①学校図書館に司書・担当職員がいるこ

との教育的効果に対する共通理解は広まり、配置が徐々に増えています。この点では、特に自治体で

の多くの努力が見られます。②その配置された司書・担当職員は非正規が中心であり、有資格の司書

ではなく、資格を問わない担当職員が多い傾向にあります。③自治体独自の予算では限界があります。

国による予算措置の継続・増額と、使いやすい補助を望んでいる現実があります。」と指摘し、「①

学校図書館に司書・担当職員の配置を促進させるために、財政措置も含めたより一層の努力を国並び

に地方自治体に求めます。②司書・担当職員の配置は、『学校司書』が法的に位置づけられた中、原

則として『専任・専門・正規』の雇用を求めます。」ということを要望しました。 

そこで今回は、働く側に対しての「アンケート」を実施し、全国から 377 人の公立小中学校の学校

図書館・図書室において非正規で働く方から回答を得ることができました。 

このとりくみは、2015 年 11 月から 2016 年 3 月にかけて、日本自治体労働組合総連合（自治労連）

のご協力も得ながら、全教の都道府県組織を通じて、職場において「公立小中学校の学校図書館にお

いて非正規で働く方」に「アンケート」を直接依頼し、その回答をもとに、対策部で集計し結果をま

とめたものです。お忙しい中、ご協力いただいたみなさま、および自治労連でご協力いただいたみな

さまにも感謝申し上げるとともに、その結果をご報告いたします。また、「学校図書館法の一部を『改

正』する法律」が、2015 年 4 月 1 日施行され、第 6 条で「学校司書」が法的に位置づけられた中、

この「アンケート」結果が、「専任・専門・正規」の職員を学校図書館・図書室に配置するとりく

みや現在、非正規で働く学校司書などの職員の方の待遇改善などを求めるとりくみに活用されるこ

とを願うものです。 

さて、読書が子どもたちにとって、またその成長にとって有益な時間であることは周知の事実で

す。その読書を促すために、子どもたちと本をつなぐ学校司書などの専任の職員が必要です。また、

情報教育が進められている中、学校図書館・図書室が担任や教科担当とタイアップした調べ学習な

どが様々な教科で取り入れられています。子どもたちのそうした学習を進める上では、本のことを

よく知っている専門の学校司書などの職員が学校図書館・図書室にいることが必要です。そして、

それらの学校司書などの職員は、子どもたちがいる間は可能な限り学校図書館・図書室に在室でき

るようにすべきです。さらに、子どもたちの成長を見守っていくためにも短期雇用ではなく継続的

かつ長期に雇用されるべきです。そのためにも、正規の学校司書などの職員が配置されることを求

めるものです。 

対策部は、有資格の「専任・専門・正規」の学校司書などの職員が学校図書館・図書室に配置さ

れることが、子どもたちの学びにとって、また、学校教育全体に資するものであると確信しており

ます。今後も学校図書館・図書室に「専任・専門・正規」の学校司書配置を求める運動を続け、署

名活動・文部科学省交渉などを軸にしながらとりくんでいく所存です。 
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