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    平成２５年度 第１回社会教育委員会議事録 

  

 ◆日時：平成２５年５月７日（火）13時 30分~ 

               

◆場所：ハイトピア伊賀５階 多目的小研修室 

 

事務局 

    今回の会議につきましては、年度の事業の説明はもちろんの事でござ

いますが、特に成人式等につきましてご検討をいただきたい。またそう

いう時期がきているのかなという事でご意見等いただいておりますの

で主に成人式について時間をとりたいと思っておりますのでよろしく

お願い致します。この会議につきましては伊賀市社会教育委員設置に関

する条例に基づきまして開催させていただきたいと思います。また条例

の第６条第４項の会議の実施条件になります半数以上の委員さんのご

出席を賜っておりますのでこの会議は要件を満たしているということ

でご報告を申し上げたいと思います。またこの会議につきましては伊賀

市の情報公開条例第３５条に基づきまして会議の公表を行う事と審議

会等の会議の公表に関する要項第６条に基づきまして議事の概要作成

のための録音をさせていただきますのでご了承を賜りたいと存じます。 

それでは会議の初めにあたりまして代表委員の上出委員さんよりご挨

拶をいただきたいと思います。 

 委員 

    失礼します。みなさん方には日ごろは社会教育の充実、また発展にあ

たりご尽力いただいておりますこと改めて御礼を申しあげます。今年

度は10月に全国社会教育研究大会ということでみなさま方には特に企

業の協賛等お世話頂いておりますこと心より厚く御礼申し上げます。

全国大会につきましては実践交流広場という事でいろんな企画を進め

ている所でございますけれども、みなさま方には定例会以外にも度々

自主懇談会という名の下でご出席いただかなければならないと思いま

すがよろしくお願いします。今日は先ほど課長さんご案内の通り２５

年度の実施計画について、それと主に成人式について、みなさま方の

ご意見をお願いしたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 事務局 

   ありがとうございました。続きまして伊賀市教育委員会野口教育長のご

挨拶を賜りたいと思います。 
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野口教育長 

   みなさんこんにちは。平素はいろんな事業に関しまして社会教育委員の

みなさまにはご尽力ご支援いただいておりますことこの場をお借りし

て厚く御礼申し上げます。先ほどから言ってもらっているのですけれど

も成人式につきましていろんなご意見も聞かせてもらっています。新成

人の方々からもいろんな感想も集めている所です。そんな中で今の成人

式が新成人となられた方々をお祝いする、あるいはみんなでそれを見守

っていくという会になっているかなというような事を考え直していく

時期にきたのかなと考えています。一番最初の教育方針という所で教育

理念として「一人ひとりが輝くこと」という事を掲げているわけですが、

新成人のみなさんが本当に一人ひとりが輝く、大事にしていく、私たち

が将来を担う新成人の方々を大切にしていくという思いで、成人式をも

う一度見直してみようかという事で今日はそれを中心に話をしていた

だくという風に思っています。ご意見をいただきまして更に良い成人式

になればと願っていますのでよろしくお願い致します。簡単ですが挨拶

に代えさせていただきます。 

事務局 

   ありがとうございました。新年度にあたりまして委員さんに変更があり

ましたのでご報告をさせていただきたいと思います。学校関係から選出

をされておりました米田美紀子先生に代わりまして南出雅巳先生にお

越しいただく事になっております。本日会議が重なりましてご欠席でご

ざいますけれどもご承知を賜りたいと思います。なお資料の一番後ろの

ページに委員さんのお名前、担当の名前を挙げさせていただいておりま

すのでご確認をいただきたいと思います。（資料参照） 

    

   ただいまから議事に移らせていただきたいと思います。ここからは伊賀

市社会教育委員設置に関する条例第７条によりまして、進行を代表委員

の上出委員にお願いをしたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

議長 

   平成 25年度事業計画について、関係部署より説明をお願いします。 

     

→資料 教育方針および努力目標 

         3生涯学習努力目標 

         4図書館努力目標 

         5スポーツ振興努力目標 

         6努力目標達成のための指標一覧 参照 
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 議長 

    生涯学習についてご説明ありましたがご意見ご質問ありました          

    ら受けさせていただきますので発言お願い致します。 

  

    →意見・質問なし 

 議長 

    課長さんがおっしゃっていただきましたようにサークル協議会の交流

イベントも今回新たに予定されていますので、生涯学習で言いますと

高齢者・子どもさんが主な対象者となっているのですけど、青山の方

で中間層を対象とした講座も開催されておりますので特に若年層に目

を向けた講座も曜日・開催時間を配慮していただいて、マンネリ化に

ならないように努力をしていただきたいなと思います。 

     

続きまして平成 26 年度の成人式についてご意見をお伺いしたいと思い

ます。資料にありますように成人式のあり方についてという事で今まで

の成人式の運営案、スケジュール案等を資料 1、2、3の説明をお願いし

ます。 

事務局 

    資料に基づきまして成人式のあり方という事で説明させていただきます。 

  これからの成人式のあり方といたしまして、事務局として方向性を出して

いかなければという事で４つの視点をもって考えてまいりました。 

 

ひとつには伊賀市合併以来、市が主催する成人式が行われていっているが 

急激な社会情勢や若者の意識の変化に鑑み成人式のあり方を再検討する

必要がある。 

 

ふたつめには荒れる成人式の様相を呈する成人式を見ると、返って若者の

モラルの低下を露呈する場という印象が持たれ、若者への誤った理解が懸

念される。 

伊賀市の新成人に1会場に集まってもらって開く成人式から地域の人たち

が地域ぐるみで成人式を祝い、新成人が地域でお祝いを受ける中で今後の

人生の歩み方を考える場となる成人式ができないかと考えます。 

そういった事を踏まえまして、成人式の実施方法を改善して平成 26 年１

月の成人式から実施できないかという事で考えてまいりました。 

  その中で成人式につきましては、国民の祝日に関する法律によりまして１ 

月の第２月曜日に定義制定されております。ほぼ全国の市町村で１月の上
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旬から中旬にかけまして成人式が行われております。しかし成人式の混乱

も目立ち問題とされておりまして中央青少年の問題協議会の会長さんから

内閣総理大臣に意見具申されているという経過もございます。伊賀市にお

きましても著名人を招いた講演会を開催して講演を聴くなど事業に取り組

みましたが、状況につきましては、講師に心象の悪い思いをさせただけで、

以降講演会を進めていくというような形での式典が行えなくなっていると

いう状況でございます。内外で騒ぐという状況は例年の事となっておりま

して、これは伊賀市に関わらず全国的な状況のように聞いております。 

  このような式典の改善策といたしまして分散方の成人式、大型の遊園地を

使った成人式が伝えられていますが賛否はいろいろとあろうと思いますが、

そういった検討も考えのひとつにするものじゃないかなと思っております。 

  また、財政的な危機にあります夕張市では式の開催自体が危ぶまれ、新成

人を中心とした実行委員会が組織される中で自らの作り上げた成人式が行

われ、その後も続けられているという事を聞きますと式典のあり方も若者

や地域と共に考える時期にきているのかなという風に思っております。 

 

・地域とつながる成人式の取り組みについて 

  新聞でも出ておりましたが、地域社会の一員である事を認識することから

成人というのは始まっていると、成人式はその地域社会という顔の見える

関係社会の中でこそ意味あるものであるのではないかと。というような記

事もありました。伊賀市における一同に介する成人式につきしましては地

域社会とはかけ離れた成人式と感じられるようになりまして、同窓会の一

部、晴れ着姿の披露の場となったような感じがしております。過去の成人

式では新成人を地域で祝おうという取り組みがありましたし、内容も青年

が主人公として参加するなど現在の式典のみの儀式的な形ではない、今の

成人式に欠けている、もうひとつの成人式の意味を具現化したものであっ

たのではないのかなと考えます。 

 

・若者の参加への課題 

一部の市町村で荒れる成人式が話題となっておりますが、新成人の度を越

えたはしゃぎと同時に大規模化されていく中で成人式の運営と新成人の繋

がり、地域との繋がりが薄くなった点も影響しているかのように思います。 

成人式への高い参加率、現在 78％程ですが、久しぶりに友達と会える機会

である事や新成人や家族にとって貴重な日となっているというような事も

背景にありまして、たくさんの参加が出ているのではないかと思います。 

家族と共に早くから着物を用意してその日を迎える事が参加への意欲を高
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めているのではないかと思います。 

  経費的な問題もありますが、家族の楽しみですとか市場経済に与える影響

も大きいと思いますので、なかなかこの点は式典・式場のあり方が模索さ

れても残していく必要があるのではないかと考えております。 

前回の成人式のアンケートですが参加者の 13.2％の 117名から回答をいた

だきました。成人式に満足した方は 74％、恩師のメッセージ等、関心を持

つ方は 71％という高い数値を示しておりましたが、記述の事項の中で会場

や駐車場の混雑、式典に臨む参加者の態度、式場内の妨害行為、会場外で

の騒動などに嫌悪感を抱くなど、問題点を指摘した意見が多くみられまし

た。 

若者たちが成人をどのような節目で捕らえているかは明らかにできるアン

ケートではございませんでしたけれど、式典を静粛に向かえたいという声

が一般的であるように感じました。 

他市のアンケートではありますが、同様の問題点を指摘しているものの、 

子供が太鼓をたたく姿がかわいらしかった、ボランティアの方々にたくさん

参加していただき大変うれしかったという声もありました。成人式に市民ボ

ランティアの協力や地域が協力する事を受け入れている様子が伺える意見

がたくさん出ているという事です。オープニングのプログラムで地域の市民

劇場や学校のブラスバンドなど地域の方々のご協力をいただいているとこ

ろでは著名人の公演や芸能の鑑賞と共に地域の人等によるステージ発表を

期待しているというような意見もあるように書いておりました。 

参加者全員で取り組む活動や新成人によるステージ発表、新成人の意見発 

表という新成人が主体的に参加するプログラムを期待しているというアン

ケートの結果もあり、祝福される対象としての参加だけではなく、主体的に

成人式に関わりたいと望んでいるという部分も潜在的にあるのかというよ

うな事が見えてくるように思います。今後の成人式の充実・発展でございま

すが参加する大勢の人達は学生や、不安定な就労についている若者が多くあ

るかと思います。このような状況の中で開催する成人式につきましては、地

域ですとか周りの大人が若者の声を聞き、若者も社会に目を向けて積極的な

提言と態度を示す場としていく必要があるのではないかという風に考えら

れます。 

同年齢の同窓会の場である事は避けられないと思いますが、若者の姿勢  

をお互いに励ましあう場と、積極的に捉えて地域として見守って応援する機

会であるべきかなという風に思いました。 

そういう事を踏まえまして成人式の内容につきまして考える中で 4 つ程出

したのですが、地域の大人が若者と共に社会を築いてく意識高揚の場であり
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たい。成人としての思いや主張を発表できる場でありたい。友達や先輩など

縦横の関係を確認できる場でありたい。新成人を地域社会の担い手として迎

え入れる歓迎の場とするような事が考えられます。 

具体的に言いますと市長や関係者からのビデオメッセージ 

新成人から募った悩みや夢、思いなどを生の声にして出してもらう。 

保護者のご意見を手紙に綴って出していただく。 

地域社会との交流会や同窓会への取り組み 

  地域の先輩や後輩から成人の方へのメッセージ。 

  地域や市からの祝福の思いを込めたプレゼント、物だけではなくて伝統的

な行事やボランティアによる催し物、先輩や後輩からのパフォーマンスな

ど、いろんな形が考えられるのではないかと思います。 

  地域が共にがんばっていこうというメッセージを発信して成人として迎え

入れる歓迎の行事としていってはどうだろうかというような形で変えてい

ってはどうかと。 

  成人式の規模ですが、市の新成人全員を対象としますが、集中的に開催す

る方法（現在行っている方法）、分散して開催する方法（小学校単位、中学

校単位、旧の行政区単位）を総合的に検討する中で、地域の中で今後の人

生の歩み方を考える場としての成人式、顔が見える行事、という点からは

旧の町村程度、あるいは中学校区単位とする成人式が適当ではないかと考

えます。運営については非常に大変な事はわかるのですが、そういった形

が本来の成人式の形に近づいていくのではないかと考えております。 

  次年の成人式につきましては基本的にはより小さい単位で新成人が地域の

人達に祝ってもらえて嬉しいと感じるような顔の見える成人式への移行が

望ましいと考えております。これにつきましては地域の関係団体や新成人

の方の理解、協力を必要とします。新成人が地域の取り組み方により左右

され内容に温度差が生じてはいけないとも思いますし、いろんな不安もあ

ります。地域活動や自治協、学校の調査説明を行っていろんな方向で成功

していけるような事を模索する、時間はあまりございませんが、そういっ

た事を気にしていく必要があるのではないかなと考えます。 

  

 一同に介した事業を継続して実施していくにあたりましても、総体的には 

考え方は分散型と同じで地域の方の協力を得られるような方向を模索した

り、実行委員会がボランティアによって組織されるような方向を考えなけれ

ばいけないという風に考えておりますが、新成人が発表やアピールができる

場になるだろうか、実行委員会のメンバーにいろんな方が新成人と共に加わ

ってボランティアとして参加してもらえるだろうか。地域が新成人を祝う中
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でいろんな催し物、パフォーマンスを披露していただく協力が得られるだろ

うか。文化会館から体育館へという施設の場所を変えていく、駐車場の広い

所等、動きやすい所も考えていく、というような部分で施設の確保が可能か

どうか。 

  こういった事を考えながら本年度見直しを行って、違うかたちの成人式を

やっていきたいと思います。 

  方向としてはできましたら中学校単位くらいで地域市民の方のボランティ

アの協力を得ながら成人も参加するような形で進めていけたらなと思いま

す。 

 

別紙 これからの成人式のあり方について（案） 

資料 3 平成 26年 成人式実施までのスケジュール（案）参照 

 

議長 

 成人式のあり方について案をご提示いただきました。 

 みなさま方には成人式の受付等でお手伝いいただいておりますので現状

の成人式はどういうものであるかはご理解いただいていると思います。 

 ご説明いただきましたように成人の参加率が良いという事と、一部の新成

人による迷惑行為等がございます。 

開催日時、廃止も含めて、みなさんのご意見をいただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

委員 

   分散型の成人式のご提案をいただきました、大賛成したいと思います。 

   これまで成人式のお手伝いを我々社会教育委員がさせていただきました

けれども、会場の外での今年の異常な荒れ方、ああいうのを見るのも忍

びないし、一般の成人がそれを見て疑問を抱いているのではないかと。

分散していくともっと理想的な形になるのではないかと。 

議長 

 分散型の意見いただきましたけれども、今までの集中したやり方と分散し

たやり方、これについてご意見をお願いしたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

委員 

   今提案されてるのは、迷惑行為があるから分散型にするのか、新成人を

祝う為に分散型にするのかという事だと思います。 

回答者が少ないですけど 74％の人が成人式に満足しているという事です

よね、恩師のメッセージ等も 71％の人が歓迎しているという気持ちで受
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け止めている。 

   分散型も良いと思いますが、伊賀が合併してもう 10年こようかという時

期にこうしてまた分散していくのかな、伊賀はひとつであるという考え

から成人式の内容を考えていく方がいいのかなと思います。 

議長 

   分散型と、いままでどおりの集中型と、ご意見いただきましたが、他に

よろしいですか。 

委員 

   当日成人になられた方だけではなく、大人社会をどう見られているのか

と危惧する状況を感じました。 

  こうなった以上は分散型をやらざるを得ないとは思いますが、全国の状 

況を見てみると、大規模化すれば全部が全部目を覆う状況になるわけでは

ないですので、伊賀市の場合はなぜこんな事になったのかという現状分析、

共通認識しておいた方が良いのではないかと思います。 

委員 

  受付の段階から流れ作業的な感じで混雑するのですが、帰りの表情と入る

時の表情を比べてみて、満足度が高い場合は帰る時が晴れやか、つまらな    

い顔して携帯見ながら出ていく子はあまり楽しくなったのかなと思う。 

わざと記念品・パンフレットを忘れていく。 

    参加する新成人の方の意識の問題。お祭り気分、同窓会的な、それだけ

の気分で参加してる子が多いのではないか。アナウンスがあっても会場

に入らない人が多かった。 

   新成人の方による実行委員、または招待状かどこかに成人式をする理由

だとか、徹底できるような呼びかけ、意識を成人としての自立への節目

なんだというような対策ができないのかなと思ったりします。 

委員 

   私は青山ですけど、合併の前くらいになってきますと、青山みたいな小

さな所でも成人式は手に負えなくなってました。 

   大変荒れてました。会場内を走り回る、よその市と開催時間が違う時は

隣の市の子が妨害にくる。 

    伊賀市の受付のああいう状態が青山でもありました。 

    分散すれば最初はおとなしくしてるかもしれないですが、根本的なや

り方、たとえば携帯電話の持ち込み禁止だとかをやっていかないと。1

月12日同時開催だとスタッフが手薄になってしまうので同じような結

果を招くんじゃないかなと心配します。 
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委員 

    私は伊賀町の教育委員に入らせてもらっていたのですけれども伊賀町

は霊峰と柘植中の 2 校でさせてもらった時に先生達もきてくれて、確

かに良かったなという感じ、けれども、ひとつになったのだから、ひ

とつになるのも方法とちがうかなと。 

どっちもどっちというような話は私は言えないと思う。今までずっと

関わってきたけれども、今年は穏やかだなというようなそんな時もあ

りましたし、おかしな格好して、成人式はとうに終わっているのに来

てくれている方も今年もあったように思うのですけど、そういう事を

見るとその時はよくてもその次も良いかというのはそれは違うのでは

ないかと思います。 

   柘植の場合は成人式を祝うというような形で柘植の街づくり協議会

（20 人弱）の方からしていただいてます。子供さんにアンケートを取

って、夏休みにしていますけれど、なんとも言えない。 

   別でしたら人手もないだろうし、そうなってきたら地区のボランティア

を借りてでもしなくてはいけないんじゃないかなと感じますし、分散型

でやっててもうまくいかなかったらまたひとつにして、っていうような

形にもなるんじゃないかなと思ったりもして、どっちが賛成とも言えま

せんけども。 

 

委員 

     祝ってもらう成人達がどんな形が良いのか、という事も知りたいなと思

います。全員で集まった方がいいのか、地域単位で集まった方がいいの

か。それと、自分達も参加していく、実行委員会に新成人もいれる、そ

ういう風に自分達も作っていく風にしたら変な形にならないのではな

いのかなと思う。せめて成人がどんな形の成人式を望んでいるのか。分

散型にせよ集中型にせよ、開催する側はこう思っても、それを受ける成

人がどんな風な形を望んでいるかって事を知りたいなと思います。 

委員 

    新成人に意見を聞きますと、一番は同窓会。祝ってもらうから良か っ

たとかじゃなく、久しぶりにみんなと会うのが楽しみというのが新成人

の意見でして、一番望んでいるのは早く終わる事。とりあえず式典は式

典で必要だと感じてくれています。でもあまり長い挨拶等はやめてほし

いと。 

    教育委員会としましては現状荒れていますしなんとかしないといけな

いと。分散会場の話もありましたので、なにかの試みをしないと前に進
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まないというのであれば分散会場やって、だめならばまた戻せばいい。

ただ今まで分散型でやってきた中では、地域でも相当荒れてきてますよ、

というのが現状で心配ではありますが、伊賀市が合併してからの成人式

を見ていますといろいろ話題になったりしてきていますので、教育委員

会としてもなんらかの方法を持ち出さないと。せっかく提案されている

のであれば一度分散でやってみて、尚且つこれでなんともならないなら

また戻せば良いので、思い切って。 

    式典は式典で厳粛に受け止めているのが大半ですけど、その中での同窓

会が子供達の一番の望みでした。以前簡単な会食を出来る場を作った事

もありましたが、それもやめて欲しい早く帰りたいと声があったのでや

めました。 

    ただ心配しますのは、1 月 12 日にそれぞれの会場が空いているかが問

題ですね。1年前から予約とってると思いますので。 

委員 

    伊賀市になって一体になるためにはまた分散していく、大きな考え方が

あると思うんです、市としての考え方。初めから伊賀市になってあると

ころでは市にならなきゃいけないと思うけれど、他に関連しているとこ

ろもあると思うんです。小さければ小さい程サービスも行き届くわけだ

し、人々も繋がりが出来ていく。初めは小さな本庁、大きな支所という

中でスタートして、これだったらやっていかないけないんじゃないかな

という思いで伊賀市になったように思います。一部、市の行政の中で分

散されているので旧の支所では賑やかになってきている部分もありま

すし、これもひとつの考えだと思うといいなと思っています。中学など

行かせてもらっていますが生徒たちはきちっとしていますし卒業式や

入学式もすばらしいです。名張も、ある時期は非常に大変な時期があっ

て、今学校自身がしっかりいろんな意味で取り組みながら今の静かな状

況になっていると思います。伊賀市の中学校も落ち着いていると聞かせ

てもらってますし、今の落ち着いた生徒たちがしっかりと考えをもって

成人式に参加すれば、成人式も落ち着いたものになるだろうと感じます。

市が一体となった以上は、市として全体に成人を祝う、成人式を祝うと

いうのがひとつの方法かなと思うし、小さく繋がりのある所であたたか

くする成人式という考え方もあると思うんですけれども、迷っています。

実行委員会も作るけれどどこが主体となって企画しながら上手に考え

を取り入れていくかということだと思う。しっかり企画したり意見を聞

く所がない限り、また絶対分散しますし、学生として、社会人として出

ていってる子供達は、単に実行委員会作ってもなかなか難しいと思う。
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そこは市の教育委員会なりいろんなところが企画して意見を聞いて、時

間をかけてやらないと難しいと思います。 

委員 

     今年の成人式のお手伝いさせてもらって、終わっても帰ろうとしないし、

玄関ではバイクの騒音、あれは法律違反で騒音防止法にひっかかります。

警察を呼べば来てくれますが、それをしなかった。 

    以前、旗を持って入ろうとしましたので止めましたが、つっかかってき

まして、それもいわゆる公務執行妨害という事で法律的にはだめです。

20歳になったのだからまず法律を守る、一般の成人になって法律を守っ

ていこうとしている方が、あんなのでいいのかな、あんな成人式でいい

のかなと思う。 

    良識な方々があれを見て、伊賀市の成人こんなのか、騒音防止条例も関

係ない、警察もこない、ああいう状況を見てどんな気持ちになるのか、

よくないと思います。それを防止するには規模をもう少し小さくして分

散型にしていった方がそういう状況が少なくなると思います。主催者は

ボランティアとかまちづくり協議会とか一緒になってやっていけばい

いと思う。成人式はみんなまとまってやらないといけないという風な事

でもないですし。分散型に賛同したいと思います。 

議長 

    集中式、分散等、他に意見ございませんか。 

    いろんなご意見あると思うんですけれど、同窓会をしている、騒ぎた

い、早く終わってほしい、自分達の自由な時間がほしいという一部の

意見はあると思うんですけれど、記念品などパンフレットが置き忘れ

ているのはこれから遊びにいくのに荷物になるという事があると思う

ので、封書の案内、選管の案内、交通安全等封書で送っては。 

    スケジュールなんですけど、なかなかみなさんが帰ってくれないとい

う事で昼前には終わっていたと思うんです、食事に行くので出ていく

だろうとういう事があったので、メッセージ入り風船飛ばしなど、時

間的な事も考えていただきたいなとも思います。1月 12日、開催の日

なんですけど、夏休みにしているところもありますし、大学に行って

る方、春休みにしているところもありますし、1月 12日にこだわらず、

日も考えていただければなと思います。正月なので正月気分が抜けき

らずお祭り気分で参加するというのもあると思います。騒いでいるの

はごく一部であるので、ほとんどの人が心待ちにして待っているので

そういう風な事も含めて、分散型にするなら地域の特色を生かした伝

統芸能などをする等も必要ではないかなと思いますし。 
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    社会教育のある大会で行かせてもらった時に、中学生に受付などして

もらい役割分担されたら、対象者はみんな目上ですので、子供達の前

で不法な行為は出来ないというような心理が働く。中学生は中学生で

やりがいがあってひとつの社会生活に貢献できるという事例の発表も

ありました。 

    小学生や中学生の時に担任していただいた元先生達の受付というのも

良いのではないかなと思います。 

    外国人の方はどうなっていますか。 

事務局 

    参加したい方については、年齢が証明できるものであって伊賀市の成

人式に参加したい方、それが証明できれば参加できる事になってます

ので、そういった形では周知をさせていただいてます。 

     

    成人式をするかしないかという部分もあるかと思います。成人式につ

いては調べてみましたらほとんどの市町村で実施されています。たし

かに大きなところでも混乱なく行われているところもありますし、実

行委員が発表して終わっていくという風な形もあります。今回いろん

な事聞かせていただいている中で、するしないなんですけれども、家

族の人も、早くからその日を待っているというような事も聞かせてい

ただいてますし、期待もある。参加する成人の子供達ももそれに参加

していきたいという気持ちを持たれている。それに対する経済的な効

果も、だいたい 700 人ですが 1 億円くらい伊賀市に還元というか、そ

のために使われていると聞いていますので、やめていくについてはい

ろんな決断も必要かなと思います。分散型か集中型かについては内容

の検討によっても変えていけるとは思いますが、地域の方のお力も借

りる事ができるような自治協さんだとか学校というような形を今まで

とってきておりませんでしたので、分散するにしても一同に介するに

してもなにかそういった形のご協力を願っていければまた方向も変わ

ってくるのかなと期待的に考えながらこの試案をさせていただきまし

たのでそういう風に考えていただけたらなと思います。 

議長 

    ほかにはございませんか。 

    成人式の案として提示いただいたのと私たちの意見も踏まえて、ご検

討していただければと思います。８割近くの方が成人式に参加すると

いう事は成人式を待ち望んでいるという意味の表れであると思います

ので成人式を行うという方向で内容等、いろんな方法を探ってみるの
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も良いと思いますし、意見があればその都度出していくようにしたい

と思っておりますのでよろしくお願いします。 

    他に議事でございませんか。 

 

    →なし 

 

  ・第５５回全国社会教育研究大会について 

議長 

   24日、25日の 2日間なんですけれども具体的な詳細はそれぞれご案内

の通りでございます。これに先立ちまして協賛企業、団体等のみなさん

にご寄付をお願いしたところ、ご協力いただきましてありがとうござい

ます。わかっているところでは 13企業、7万 5千円、ご協力いただき、

また資料お渡しさせていただきたいと思います。協賛金の最終の締め切

りは 8月末となっております。 

   社会教育の実践交流日は 24 日 13 時 30 分から 15 時という事なんです

けれども、伊賀ですので忍者を一つの表現の方法として絵巻物を使った

りというような感じで考えておりますので、また自主懇談会を近々開か 

せていただいて具体的にお話させていただいて進めていきたいと思い

ます。 

   企業の物産販売につきましては県の方で販売スペース、時間、設置料な

ど検討中ですのでわかり次第、企業に連絡、そのように思っております。 

事務局 

    特に三重県で全国大会が行われるという事でいろいろとみなさんにご

協力賜っております。次の会の折にはひょっとすると委員さん変わら

れる方もあろうかと思いますけれども、またいろんな形でご協力賜り

たいと思いますのでよろしくお願い致します。 

委員 

    言いにくいんですけれども、今日の第１回社会教育委員会のご案内い

ただいたんですが、昼間のみなさんご予定のある時間帯でもあろうか

と思いますので、人事異動もあり大変だったという事もあろうかと思

うんですが 4月 30日付の文書で 1週間後に集まれというのはちょっと

どうかなと思います。もう少し、10 日前後くらいは余裕を見てもらえ

たらなと思います。 

事務局 

    非常に申し訳ございません。ご指摘の通りでございまして、本来でし

たらこの委員会は 5 月の終わりから 6 月のかかりくらいに開かせてい
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ただいていますが、成人式については特に急いで方向的な事をご相談

いただきたいという事もございまして、このような事でありました。

また担当も変わりましたのでその流れの部分でみなさまにご迷惑おか

けしましたけれども、今後このような事がないように考えてまいりた

いと思います。どうも申し訳ございませんでした。 

委員 

    我々、社会教育委員は年間通じて 3 回ないし 4 回の研修会、県庁の方

へ行っております。研修会では県の教育委員会の方の説明で社会教育

法、社会教育委員はどう活動すべきであるかという説明をされます。

東京の方から文部科学省推薦の方の講演をきかせてもらいます。その

後、出席者で意見の発表するなど有意義な勉強をさせてもらってます。

しかしこの良い事を学んできて、よその市町の社会教育委員さんは地

域に入って実践されている方が多いんですけれども、伊賀市ではあま

り知られていないので活動しにくい。社会教育委員であるという事を

広報にでも簡単に載せていただければ、社会教育法に基づいて行政以

外の立場から行政に諮問していく、こういう役目であるという事、特

に教育委員会に諮問すると、そういう風な立場であるという事を明記

していただいた方が私たちが活動しやすい。２年ほど前のこの会合で

も申し上げたのですけれども、その時社会教育委員が広報に出ても良

いかどうかという事で、みなさん出ても良いという風なご意見でした。

にも関わらずそれが出なかったというのは事務当局にお願いしたい点

もあるんですけれども、簡単でかまいませんので載せていただいた方

が活動しやすいです。せっかく研修会でそれを実践しようとしている

のだから。 

事務局 

    たしかに 2 年前にもご意見いただきまして、社会教育委員の活動を知

ってもらわないといけないという事もあるんですが、ご提案いただい

て、載せられるどうか確認をしましたが、広報でそういう機会がない

という事で、載せてもらえなかったのは結果にはあります。 

    生涯学習の情報が少なかったというのもありますので、昨年度から公

民館のたよりを作るようになってきました。そこには載せていけるだ

ろうなという事と、社会教育委員の立場といいますか、活動を紹介す

るような事については広報の方に活動を載せていく事についてもう一

度考えてもらえるように進めていきたいと思いますので、そういう形

でぼちぼちですけど周知をしていきたいと思っておりますのでご了解

いただきたいと思います。 
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委員 

    一度くらい出れば活動しやすいという部分が大いにありますので。 

事務局 

    2本立てくらいで考えてますので。 

委員 

    決してそこに載せてほしいというおこがましい気持ちではございませ

んので。 

事務局 

    他にご意見等ないようでございましたら、大変長時間貴重なご意見等

賜りましたけれども、これで第１回社会教育委員会の方を閉めさせて

いただきたいと思います。本日はどうもお忙しい中ありがとうござい

ました。 


